
難病医療協力病院（公表分）　平成２６年３月３１日現在

都道府県名 名称 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

北海道 市立函館病院 函館市港町1丁目10番1号 0138-43-2000 0138-43-4434

北海道 中村記念病院 札幌市中央区南1条西14丁目 011-231-8555 011-231-8385

北海道 北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161 011-700-5356

北海道 札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南1条西16丁目 011-611-2111 011-622-7668

北海道 市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目１ 011-726-2211 011-726-7912

北海道 伊達赤十字病院 伊達市末永町81 0142-23-2211 0142-23-5249

北海道 国立病院機構旭川医療センター 旭川市花咲町7丁目4048 0166-51-3161 0166-53-9184

北海道 旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-65-2111 0166-68-2449

北海道 旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111 0166-24-4648

北海道 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 0162-23-2771 0162-23-5636

北海道 北見赤十字病院 北見市北6条東2丁目 0157-24-3115 0157-22-3339

北海道 釧路労災病院 釧路市中園町13-23 0154-22-7191 0154-25-7308

北海道 まえだ森林クリニック　　　　　　　 札幌市手稲区手稲前田496-11 011-685-6060 011-685-0110

北海道 静明館診療所　　　　　　　　 札幌市中央区南1条西23丁目 011-622-5212 011-622-5040

北海道 札幌中央ファミリークリニック 札幌市中央区南1条西11丁目TS札幌ビル6F 011-272-3455

北海道 札幌山の上病院　　　　　　　 札幌市西区山の手6条9丁目1-1 011-621-1200 011-621-3577

北海道 五輪橋内科病院　　　　　　 札幌市南区川沿2条1丁目2-54 011-571-8221 011-571-7405

北海道 札幌ライラック病院 札幌市豊平区豊平6条8丁目2番18号 011-812-8822 011-831-2015

北海道 さっぽろ神経内科クリニック　 札幌市東区北２１条東２１丁目２－１７ 011-780-2233 011-780-2255

北海道 定山渓病院　 札幌市南区定山渓温泉西３丁目７１番地 011-598-3323 011-598-2079

北海道 えべつ神経内科　　　 江別市一番町46-8 011-389-7722 011-389-7721

北海道 札樽・すがた医院　　　　　　 小樽市緑2丁目29番3号 0134-23-8266 0134-23-8267

北海道 いわみざわ神経内科・内科CLINIC　岩見沢市7条東6丁目11-15 0126-22-3535 0126-22-3662

北海道 愛生会病院　　　　　　 旭川市東旭川町共栄223-6 0166-34-3838 0166-34-2867

北海道 旭川神経内科クリニック　　　　 旭川市春光4条9丁目9-22 0166-46-8511

北海道 青葉病院 苫小牧市青葉町２丁目９番１９号 0144-75-8000 0144-75-2118

青森県 青森県立中央病院 青森市東造道２－１－１ 017-726-8111 017-726-8325



青森県
独立行政法人国立病院機構
青森病院

青森市浪岡女鹿沢平野１５５－１ 0172-62-4055 0172-62-7289

青森県 津軽保健生活協同組合健生病院 弘前市野田２－２－１ 0172-32-1171 0172-35-1678

青森県 八戸市立市民病院 八戸市田向毘沙門平１ 0178-72-5111 0178-72-5115

青森県

つがる西北五広域連合西北中央
病院

五所川原市立西北中央病院

五所川原市布屋町４１ 0173-35-3111 0173-35-0009

青森県 十和田市立中央病院 十和田市西十二番町１４－８ 0176-23-5121 0176-23-2999

青森県
一部事務組合下北医療センターむ
つ総合病院

むつ市小川町１－２－８ 0175-22-2111 0175-22-4439

岩手県 独立行政法人国立病院機構盛岡病院 〒020-0133盛岡市青山1-25-1 019-647-2195 019-646-1195

岩手県 岩手県立中央病院 〒020-0066盛岡市上田1-4-1 019-653-1151 019-653-2528

岩手県 社会福祉法人岩手愛児会もりおかこども病院 〒020-0102盛岡市上田字松屋敷11-14 019-662-5656 019-662-7185

岩手県 医療法人日新堂八角病院 〒028-4125盛岡市玉山区好摩字夏間木70番地190 019-682-0201 019-682-0748

岩手県 医療法人社団帰厚堂南昌病院 〒028-3621紫波郡矢巾町大字広宮沢第1-2-181 019-697-5211 019-697-5215

岩手県 岩手医科大学附属花巻温泉病院 〒025-0305花巻市台第2地割85番地1 0198-27-2011 0198-27-4795

岩手県 岩手県立東和病院 〒028-0115花巻市東和町安俵6区75番地1 0198-42-2211 0198-42-4417

岩手県 岩手県立胆沢病院 〒023-0864奥州市水沢区字龍ヶ馬場61番地 0197-24-4121 0197-24-8194

岩手県 独立行政法人国立病院機構岩手病院 〒021-0056一関市山目字泥田山下48番地 0191-25-2221 0191-25-2157

岩手県 一関市国民健康保険藤沢病院 〒029-3405一関市藤沢町藤沢字町裏52番地2 0191-63-5211 0191-63-5484

岩手県 岩手県立大船渡病院 〒022-0002大船渡市大船渡町字山越10-1 0192-26-1111 0192-27-9285

岩手県 岩手県立釜石病院 〒026-8550釜石市甲子町10地割483番地6 0193-25-2011 0193-23-9479

岩手県 岩手県立宮古病院 〒027-0096宮古市崎鍬ケ崎第1地割11番地26 0193-62-4011 0193-63-6941

岩手県 岩手県立久慈病院 〒028-0014久慈市旭町10地割1番 0194-53-6131 0194-52-2601

岩手県 岩手県立二戸病院 〒028-6193二戸市堀野字大川原毛38番地2 0195-23-2191 0195-23-2834

宮城県 公立刈田綜合病院 宮城県白石市福岡蔵本下原沖３６ 0224-25-2145 0224-25-2404

宮城県 仙台赤十字病院 仙台市太白区八木山本町２−４３−３ 022-243-1111 022-243-1101

宮城県 仙台市立病院 仙台市若林区清水小路３−１ 022-266-7111 022-266-7202

宮城県 東北薬科大学病院 仙台市宮城野区福室１−１２−１ 022-259-1221 022-259-1232

宮城県 塩竈市立病院 塩竈市香津町７−１ 022-364-5521 022-364-5529

宮城県 宮城厚生協会 泉病院 仙台市泉区長命ケ丘２丁目１−１ 022-378-5361 022-378-5709

宮城県 大崎市民病院 大崎市古川千手寺町２丁目３−１０ 0229-23-3311 0229-23-5380

宮城県 宮城県立循環器・呼吸器病センター 栗原市瀬峰根岸５５−２ 0228-38-3151 0228-38-2518



宮城県 大崎市民病院鳴子温泉分院 大崎市鳴子温泉字末沢1 0229-82-2311 0229-82-2273

宮城県 石巻赤十字病院 石巻市蛇田西道下７１ 0225-21-7220 0225-23-0071

宮城県 齋藤病院 石巻市山下町１丁目７−２４ 0225-96-3251 0225-96-9427

宮城県 気仙沼市立病院 気仙沼市田中１８４ 0226-22-7100 0226-22-3121

宮城県 大友病院 気仙沼市三日町２丁目２−２５ 0226-22-6868 0226-24-8108

宮城県 栗原市立若柳病院 栗原市若柳川北原畑２３−４ 0228-32-2335 0228-32-5550

宮城県 光ヶ丘スペルマン病院 仙台市宮城野区東仙台６丁目７−１ 022-257-0231 022-257-0201

宮城県 登米市立米谷病院 登米市東和町米谷元町２００ 0220-42-2007 0220-42-2395

宮城県 仙台東脳神経外科病院 仙台市宮城野区岩切１丁目１２−１ 022-255-7117 022-255-7760

宮城県 みやぎ県南中核病院 柴田郡大河原町西38−１ 0224-51-5500 0224-51-5515

宮城県 岩切病院 仙台市宮城野区岩切稲荷２１ 022-255-5555 022-255-5581

秋田県  大館市立総合病院 大館市豊町３－１ ０１８６－４２－５３７０　　０１８６－４２－７４００

秋田県  北秋中央病院 北秋田市花園町１０－５ ０１８６－６２－１４５５０１８６－６３－０６９８

秋田県  山本組合総合病院 能代市落合字上前田地内 ０１８５－５２－３１１１０１８５－５５－０１２３

秋田県  能代山本医師会病院 能代市桧山字新田沢１０５－１１ ０１８５－５８－３３１１０１８５－５８－５０５１

秋田県  男鹿みなと市民病院 男鹿市船川港船川字海岸通り１号８－６ ０１８５－２３－２２２１０１８５－２３－３１７９　

秋田県  湖東総合病院 南秋田郡八郎潟町川崎字貝保３７ ０１８－８７５－２１０００１８－８５５－４１０２　

秋田県  秋田県立脳血管研究センター 秋田市千秋久保田町６－１０ ０１８－８３３－０１１５０１８－８３３－２１０４

秋田県  市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町４－３０ ０１８－８２３－４１７１０１８－８６６－６８８０

秋田県  秋田組合総合病院 秋田市飯島西袋一丁目１－１  ０１８－８８０－３００００１８－８８０－３０４０

秋田県  中通総合病院 秋田市南通みその町３－１５  ０１８－８３３－１１２２０１８－８３１－９４１８

秋田県 外旭川病院 秋田市外旭川字三後田１４２ ０１８－８６８－５５１１０１８－８６８－５５７７

秋田県  国立病院機構あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84－40 ０１８４－７３－２００２　０１８４－７３－２３７０

秋田県  由利組合総合病院 由利本荘市川口字家後３８ ０１８４－２７－１２６４０１８４－２７－１２７７

秋田県  仙北組合総合病院 大仙市大曲通町１－３０ ０１８７－６３－２１１１０１８７－６３－５４０６

秋田県  市立横手病院 横手市根岸町５－３１ ０１８２－３２－５００１　　　　　０１８２－３６－１７８２

秋田県  平鹿総合病院 横手市駅前町１－３０ ０１８２－３２－５１２１０１８２－３３－３２００

秋田県  雄勝中央病院 湯沢市表町三丁目３－１５ ０１８３－７３－５００００１８３－７３－３７４９　

山形県 山形大学医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 023‐633-1122 023-628-5019

山形県 山形市立病院済生館 山形市七日町１－３－２６ 023‐625-5555 023-642-5080



山形県 山形県立中央病院 山形市青柳１８００ 023‐685-2626

山形県 山形済生病院 山形市沖町７９－１ 023‐682-1111 023-682-0123

山形県 小白川至誠堂病院 山形市東原町１丁目１２－２６ 023‐641-6075 023-622-8907

山形県 山形徳洲会病院 山形市清住町２－８９－６ 023‐647-3434 023-647-3400

山形県 至誠堂総合病院 山形市桜町７－４４ 023-622-7181 023-642-8101

山形県 みゆき会病院 上山市弁天二丁目２－１１ 023-672-8282 023-673-1521

山形県 天童市民病院 天童市駅西５－２－１ 023-654-2511 023-654-2510

山形県 天童温泉篠田病院 天童市鎌田1丁目６－４６ 023‐653-5711 023-653-1327

山形県 北村山公立病院 東根市温泉町２－１５－１ 0237‐42‐2111 0120-45-7075

山形県 尾花沢病院 尾花沢市大字朧気６９５－３ 0237-23-3637 0237-23-3562

山形県 寒河江市立病院 寒河江市大字寒河江字塩水８０ 0237‐86‐2101 0237-86-9578

山形県 山形県立河北病院 西村山郡河北町谷地字月山堂１１１ 0237‐73‐3131 0237-73-4506

山形県 西川町立病院 西川町大字海味５８１ 0237-74-2211 0237-74-2213

山形県 朝日町立病院 朝日町大字宮宿８４３ 0237‐67‐2125 0237-67-2125

山形県 山形県立新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 0233‐22‐5525 0233-23-2987

山形県 新庄徳洲会病院 新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 0233-23-3434 0233-23-3500

山形県 最上町立最上病院 最上町大字向町６４－３ 0233‐43‐2112 0233-43-2112

山形県 町立真室川病院 真室川町大字新町４６９－１ 0233‐62‐2251 0233-64-1526

山形県 国立病院機構米沢病院 米沢市大字三沢２６１００－１ 0238‐22‐3210 0238-22-3210

山形県 米沢市立病院 米沢市相生町６－３６ 0238‐22‐2450 0238-22-2876

山形県 公立置賜総合病院 東置賜郡川西町大字西大塚２０００番地 0238-46-5000 0238-46-5721

山形県 三友堂病院 米沢市中央六丁目１－２１９ 0238-24-3700 0238-24-3709

山形県 医療法人舟山病院 米沢市駅前二丁目４－８ 0238-23-4435 0238-22-2929

山形県 吉川記念病院 長井市成田１８８８８－１ 0238-87-8000 0238-83-1212

山形県 白鷹町立病院 白鷹町大字荒砥甲５０１ 0238‐85‐2155 0238-85-2274

山形県 小国町立病院 西置賜郡小国町大字あけぼの１－１ 0238-61-1111 0238-61-1115

山形県 鶴岡市立荘内病院 鶴岡市泉町４－２０ 0235‐26‐5111

山形県 鶴岡協立病院 鶴岡市文園町９－３４ 0235‐23‐6060 0235-28-3434

山形県 鶴岡協立リハビリテーション病院 鶴岡市上山添字神明前３８ 0235-78-7511 0234-78-7515

山形県
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテー
ション病院

鶴岡市大字湯田川字中田３５の１０ 0235‐38‐5151



山形県 日本海総合病院 酒田市あきほ町３０ 0234‐26‐2001 0234-26-5114

山形県 日本海総合病院酒田医療センター 酒田市千石町２－３－２０ 0234‐23‐1111 0234-26-1946

山形県 酒田市立八幡病院 酒田市小泉字前田３７ 0234‐64‐3311 0234-64-2054

山形県 庄内余目病院 庄内町松陽一丁目１－１ 0234‐43‐3434 0234-43-3435

山形県 三川病院 東田川郡三川町大字横山字堤３９　　 0235-68-0150 0235-68-0171

山形県 本間病院 酒田市中町三丁目５－２３ 0234-22-2556 0234-22-2560

山形県 順天堂遊佐病院 飽海郡遊佐町遊佐字石田７番地 0234-72-2522 0234-71-2865

福島県
(財）太田綜合病院附属 太田熱海
病院

郡山市熱海町熱海5-240 024-984-0088 024-984-3174

福島県
福島県厚生農業協同組合連合会
白河厚生総合病院

白河市豊地上弥次郎2-1 0248-22-2211 0248-22-2218

福島県 (財)竹田綜合病院 会津若松市山鹿町3-27 0242-27-5511 0242-27-5670

福島県 南相馬市立総合病院 南相馬市原町区高見町2-54-6 0244-22-3181 0244-22-8853

福島県 (財)磐城済世会 松村総合病院 いわき市平字小太郎町1-1 0246-23-2161 0246-22-2475

福島県
独立行政法人国立病院機構 いわ
き病院

いわき市平豊間字兎度路291 0246-55-8261 0246-55-5052

福島県 (一財)大原綜合病院 福島市大町6-１1 024-526-0300 024-526-0342

福島県 (医)秀公会 あづま脳神経外科病院 福島市大森字柳下16-1 024-546-3911 024-546-9555

福島県 済生会福島総合病院 福島市大森字下原田25 024-544-5171 024-539-7726

福島県 医療生協わたり病院 福島市渡利字中江町34 024-521-2056 024-521-2926

福島県 綜合病院　福島赤十字病院 福島市入江町11-31 024-534-6101 024-531-1721

福島県 公立藤田総合病院 伊達郡国見町塚野目字三本木14 024-585-2121 024-585-5892

福島県
(公財)仁泉会医学研究所 北福島
医療センター

伊達市箱崎字東23-1 024-551-0551 024-551-0808

福島県 済生会川俣病院 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 024-566-2323 024-566-2325

福島県 (医)辰星会 枡記念病院 二本松市住吉100 0243-22-3100 0243-22-3680

福島県 (一財)湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院郡山市駅前1-1-17 024-932-6363 024-939-3303

福島県 (公財)星総合病院 郡山市大町2-1-16 024-923-3711 024-939-3141

福島県
(一財）太田綜合病院附属 太田西
ノ内病院

郡山市西ノ内2-5-20 024-925-1188 024-925-7791

福島県
(一財)脳神経疾患研究所附属 総
合南東北病院

郡山市八山田7-115 024-934-5322 024-934-3165

福島県 寿泉堂香久山病院 郡山市香久池一丁目18-11 024-932-6368 024-922-7178

福島県
独立行政法人国立病院機構福島
病院

須賀川市芦田塚13 0248-75-2131 0248-76-2382

福島県 公立小野町地方綜合病院 田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後４ 0247-72-3181 0247-72-3837

福島県 (医)恵周会 白河病院 白河市字六反山10-1 0248-23-2700 0248-23-4609



福島県
福島県厚生農業協同組合連合会
塙厚生病院

東白川郡塙町大字塙字大町1-5 0247-43-1145 0247-43-3394

福島県 (一財)温知会 会津中央病院 会津若松市鶴賀町1-1 0242-25-1515 0242-24-1529

福島県
公立大学法人福島県立医科大学
会津医療センター

会津若松市河東町谷沢字前田21-2 0242-75-2100 0242-75-3407

福島県 (医)明精会 会津西病院 会津若松市北会津町東小松2335 0242-56-2525 0242-56-2528

福島県 (医)昨雲会 飯塚病院附属有隣病院喜多方市松山町村松字北原3643-1 0241-24-5021 0241-24-5024

福島県 福島県立南会津病院 南会津郡南会津町永田字風下14-1 0241-62-7111 0241-62-0200

福島県 (財)金森和心会 雲雀ヶ丘病院 南相馬市原町区上町1-30 0244-23-4166 0244-22-2629

福島県 (医)西会 西病院 双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町6 0240-34-2525 0240-35-4190

福島県 (医)邦諭会 今村病院 双葉郡富岡町本岡字関ノ前243 0240-22-6522 0240-22-6074

福島県 いわき市立総合磐城共立病院 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151 0246-26-2224

福島県
(医)正風会 石井脳神経外科・眼科
病院

いわき市小名浜林城字塚前3-1 0246-58-3121 0246-58-3020

茨城県 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3－12－48 029－221－5177 029－227－0819

茨城県 国立病院機構水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷280番地 029－240－7717 029－240－7788

茨城県 国立病院機構茨城東病院 那珂郡東海村大字照沼825 029－282－1151 029－282－7156

茨城県 （株）日立製作所日立総合病院 日立市城南町2－1－1 0294－23－1111 0294－23－8320

茨城県 （株）日立製作所多賀総合病院 日立市国分町2－1－2 0294－33－0035 0294－34－4762

茨城県 労働者健康福祉機構　鹿島労災病院 神栖市土合本町1－9108－2 0479－48－4111 0479－48－3012

茨城県 JAとりで総合医療センター 取手市本郷2－1－1 0297－74－5551 0297－74－2721

茨城県 総合病院　土浦協同病院 土浦市真鍋新町11－7 029－823－3111 029－823－1160

茨城県 国立病院機構　霞ヶ浦医療センター 土浦市下高津2－7－14 029－822－5055 029－824－0494

茨城県 筑波記念病院 つくば市要1187－299 029－864－1212 029－864－8135

茨城県 (財)筑波麗仁会　筑波学園病院 つくば市上横場2573－1 029－836－1355 029－836－1918

茨城県 筑西市民病院 筑西市玉戸1658 0296－28－2261 0296－28－4471

茨城県 古河赤十字病院 古河市下山町1150 0280－23－7111 0280－23－7120

群馬県 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 027-224-1415

群馬県 前橋赤十字病院 前橋市朝日町3-21-36 027-224-4585 027-243-3380

群馬県 老年病研究所附属病院 前橋市大友町3-26-8 027-253-3311 027-252-7575

群馬県 独立行政法人国立病院機構高崎病院 高崎市高松町36 027-322-5901 027-327-1826

群馬県 高崎中央病院 高崎市高関町498-1 027-323-2665 027-327-3860

群馬県 日高病院 高崎市中尾町886 027-362-6201 027-362-0217



群馬県 北毛病院 渋川市有馬237-1 0279-24-1234 0279-24-3834

群馬県 県立小児医療センター 渋川市北橘町下箱田779 0279-52-3551 0279-52-2045

群馬県 公立藤岡総合病院 藤岡市藤岡942-1 0274-22-3311 0274-24-4400

群馬県 公立七日市病院 富岡市七日市743 0274-62-5100 0274-62-5211

群馬県 原町赤十字病院 吾妻郡吾妻町原町692-1 0279-68-2711 0279-68-２８９２

群馬県 独立行政法人国立病院機構沼田病院 沼田市上原町1551-4 0278-23-2181 0278-24-1819

群馬県 伊勢崎福島病院 伊勢崎市鹿島町５５６－２ 0270-24-3456 0270-26-3276

群馬県 美原記念病院 伊勢崎市太田町366 0270-24-3355 0270-20-1552

群馬県 桐生厚生総合病院 桐生市織姫町6-3 0277-44-7174 0277-44-7170

群馬県 太田記念病院 太田市大島町４５５－１ 0276-22-6631 0276-25-7498

群馬県 館林厚生病院 館林市成島262-1 0276-72-3140 0276-72-5445

群馬県 前橋城南病院 前橋市冨田町1172-1 027-268-4111 027-268-4114

群馬県 上武呼吸器科内科病院 前橋市田口町586-1 027-232-5000 027-232-5002

群馬県 駒井病院 高崎市矢島町449-2 027-352-6212 027-352-6975

群馬県 二之沢病院 高崎市足門町142-1 027-373-2215 027-372-5130

群馬県 野口病院 高崎市請地町38 027-322-2288 027-322-0433

群馬県 綿貫病院 高崎市嘉多町50 027-322-2206 027-324-7890

群馬県 黒沢病院 高崎市中居町3-19-2 027-352-1166 027-352-7925

群馬県 松井田病院 安中市松井田町新堀1300-1 027-393-1301 027-393-5421

群馬県 須藤病院 安中市安中3-25-13 027-382-3131 027-382-6568

群馬県 渋川中央病院 渋川市石原字田中508-1 0279-25-1711 0279-25-1712

群馬県 藤岡市国民健康保険鬼石病院 藤岡市鬼石町鬼石139-1 0274-52-3121 0274-52-3093

群馬県 篠塚病院 藤岡市篠塚105-1 0274-23-9261 0274-24-1880

群馬県 吾妻さくら病院 吾妻郡中之条町伊勢町782-1 0279-75-3011 0279-75-3299

群馬県 長生病院 吾妻郡長野原町長野原71 0279-82-2188 0279-82-3854

群馬県 沼田脳神経外科循環器科病院 沼田市栄町8 0278-22-5052 0278-22-5469

群馬県 内田病院 沼田市久屋原町345-1 0278-23-1231 0278-24-5315

群馬県 角田病院 佐波郡玉村町上新田675-4 0270-65-7171 0270-65-9829

群馬県 太田福島総合病院 太田市東今泉町875-1 0276-37-2378 0276-37-1050

群馬県 慶仁会城山病院 太田市飯塚町1 0276-46-0311 0276-48-0105



群馬県 館林記念病院 館林市台宿町7-18 0276-72-3155 0276-74-1368

埼玉医科大学総合医療センター 川越市鴨田１９８１ 049-228-3411 049-225-1677

埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 049-276-1111 049-295-6587

埼玉県総合リハビリテーションセン
ター 上尾市西貝塚１４８－１ 048-781-2222 048-781-1552

埼玉精神神経センター さいたま市中央区本町東６－１１－１ 048-857-6811 048-857-0166

医療法人社団青葉会狭山神経内
科病院 狭山市加佐志６５ 04-2950-0500 04-2950-6611

自治医科大学附属さいたま医療セ
ンター さいたま市大宮区天沼町１－８４７ 048-647-2111 048-648-5166

順天堂大学医学部附属順天堂越
谷病院 越谷市大字袋山５６０ 048-975-0321 048-978-7821

防衛医科大学校病院 所沢市並木３－２ 04-2995-1511 04-2995-0633

医療法人靖和会飯能靖和病院 飯能市下加治１３７－２ 042-974-2311 042-974-2316

社会福祉法人恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会栗橋病院 久喜市小右衛門７１４－６ 0480-52-3611 0480-52-0954

埼玉社会保険病院 さいたま市浦和区北浦和４－９－３ 048-832-4951 048-833-7527

独立行政法人国立病院機構埼玉
病院 和光市諏訪２－１ 048-462-1101 048-464-1138

所沢ロイヤル病院 所沢市北野３－１－１１ 04-2949-3385 04-2949-7872

学校法人北里研究所北里大学北
里研究所メディカルセンター病院 北本市荒井６－１００ 048-593-1212 048-593-1239

さいたま市立病院 さいたま市緑区三室２４６０ 048-873-4111 048-873-5451

安田医院 入間郡三芳町上富４０２－５ 049-258-3251 049-258-3263

守田内科医院 春日部市南２－６－２７ 048-737-6300 048-737-0777

内田クリニック 北足立郡伊奈町小針内宿２８３ 048-728-9296 048-728-9467

栗原医院 富士見市羽沢１－３３－２８ 049-255-3700 049-255-2711

シャローム鋤柄医院 東松山市大字松山１４９６ 0493-25-2979 0493-25-2723

飯塚内科産婦人科 本庄市栄１－１－３３ 0495-24-6311 0495-22-3125

千葉県 順天堂大学医学部附属浦安病院 浦安市富岡２－１－１
０４７－３５３－３１１
１

０４７－３５３－３１３８

千葉県 国保松戸市立病院 松戸市上本郷４００５
０４７－３６３－２１７
１

０４７－３６３－２１８９

千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 柏市柏下１６３－１
０４－７１６７－９６８
１

０４－７１６４－１５５１

千葉県 成田赤十字病院 成田市飯田町９０－１
０４７６－２２－２３１
１

０４７６－２３－５３３５

千葉県 国保旭中央病院 旭市イ１３２６
０４７９－６３－８１１
１

０４７９－６２－８３８３

千葉県 公立長生病院 茂原市本納２７７７
０４７５－３４－２１２
１

０４７５－３０－５３３７

千葉県 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 鴨川市東町９２９
０４－７０９９－１２２
３

０４－７０９９ー１２３１

千葉県 君津中央病院 木更津市桜井１０１０
０４３８－３６－１０７
１

０４３８－３６－０３９９

埼玉県
難病医療基

幹
協力病院

埼玉県
難病医療一
般協力医療

機関



千葉県 帝京大学ちば総合医療センター 市原市姉崎３４２６－３
０４３６－６２－１２１
１

０４３６－６１－４７７３

東京都
国際医療福祉大学三田病院 港区三田1-4-3 03- 3451-8121 03- 3451-8345

東京都
社会福祉法人　浅草寺病院 台東区浅草2-30-17 03- 3841-3330 03- 3841-0535

東京都
ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田5-9-22 03- 3448-6111 03- 3448-6236

東京都
旗の台脳神経外科病院 品川区旗の台5-17-16 03- 3781-1108 03- 3787-0753

東京都
髙野病院 大田区東糀谷3-3-24 03- 3741-0011 03- 3741-0682

東京都
社会保険 蒲田総合病院 大田区南蒲田2-19-2 03- 3738-8221 03- 3733-7471

東京都 日本赤十字社
大森赤十字病院

大田区中央4-30-１ 03- 3775-3111 03- 3776-0004

東京都 医療法人財団仁医会
牧田総合病院

大田区大森北1-34-6 03-3762-4671～5 03- 3762-5140

東京都
総合病院厚生中央病院 目黒区三田1-11-7 03- 3713-2141 03- 3713-8021

東京都 医療法人社団大坪会
三軒茶屋病院

世田谷区三軒茶屋1-21-5 03- 3410-7321 03- 3410-7325

東京都 一般社団法人
至誠会第二病院

世田谷区上祖師谷5-19-1 03- 3300-0366 03- 3307-0013

東京都 医療法人社団青葉会
世田谷神経内科病院

世田谷区等々力6-37-12 03- 3705-1199 03- 3705-1499

東京都
中野総合病院 中野区中央4-59-16 03- 3382-1507 03- 3382-1526

東京都 医療法人財団健貢会
総合東京病院

中野区江古田3-15-2 03- 3387-5421 03- 3387-8541

東京都
救世軍ブース記念病院 杉並区和田1-40-5 03- 3381-7236 03- 5385-0748

東京都 医療法人財団
河北総合病院

杉並区阿佐谷北1-7-3 03- 3339-2121 03- 3339-3573

東京都
高円寺パークサイドクリニック 杉並区堀ノ内3-52-22 03-5305-5911 03-5305－5941

東京都 医療法人社団　愛語会
要町病院

豊島区要町1-11-13 03- 3957-3181 03- 3959-2432

東京都 医療法人社団 桃栄会
木村牧角病院

板橋区中丸町21-3 03- 3959-3121 03- 3959-3125

東京都
板橋区医師会病院 板橋区高島平3-12-6 03- 3975-8151 03- 3975-8160

東京都 医療法人社団はなぶさ会
島村記念病院

練馬区関町北2-4-1 03- 3928-0071 03- 3928-0074

東京都 医療法人社団仁寿会
中村病院

墨田区八広2-1-1 03- 3612-7131 03- 3619-1100

東京都 医療法人財団正明会
山田記念病院

墨田区石原2-20-1 03- 3624-1151 33- 3624-1156

東京都 医療法人社団聖寿会
足立十全病院

足立区西保木間3-20-2 03- 3883-4857 03- 3883-5671

東京都 特定医療法人社団昭愛会
水野記念病院

足立区西新井6-32-10 03- 3898-8080 03- 3898-8868

東京都 医療法人社団三奉会
井上病院・井上クリニック

足立区竹の塚5-12-11 03- 3884-5221 03- 3884-5272

東京都 医療法人財団慈光会
堀切中央病院

葛飾区堀切7-4-4 03- 3602-3135 03- 3602-8351

東京都 医療法人社団五十鈴会
坂本病院

葛飾区西新小岩4-39-20 03- 3691-2500 03- 3691-2576

東京都 医療法人社団福仁会
小松川病院

江戸川区中央1-1-15 03- 3655-5511 03- 3655-5515



東京都
葛西中央病院 江戸川区船堀7-10-3 03- 3680-8121 03- 3869-6669

東京都 医療法人社団仁成会
高木病院

青梅市今寺5-18-19 0428-31-5255 0428-31-5638

東京都 医療法人社団倭林会
武蔵野台病院

青梅市今井1-2586 0428-31-6632 0428-32-5193

東京都 医療法人社団和風会
多摩リハビリテーション病院

青梅市長渕9-1412-4 0428-24-3798 0428-23-6914

東京都 医療法人社団三秀会
青梅三慶病院

青梅市大柳町1412 0428-24-7501 9428-23-7303

東京都 医療法人社団秀仁会
櫻井病院

あきる野市原小宮1-14-11 042-558-7007 042-558-0683

東京都
医療法人財団利定会　大久野病院 西多摩郡日の出町大久野6416 042-597-0873 042-597-3339

東京都 奥多摩町国民健康保険
奥多摩病院

西多摩郡奥多摩町氷川1111 0428-83-2145 0428-83-8318

東京都
医療法人社団久遠会　高沢病院　 西多摩郡瑞穂町二本木722-1 042-556-2311 042-556-2034

東京都 医療法人社団三秀会
羽村三慶病院

羽村市羽字武蔵野4207 042-570-1130 042-570-1137

東京都 医療法人社団永生会
永生病院

八王子市椚田町583-15 042-661-4108 042-661-1331

東京都
財団法人 仁和会総合病院 八王子市明神町4-8-1 042-644-3711 042-644-3784

東京都 医療法人社団青雲会
北野台病院

八王子市打越町1068 042-637-1001 042-636-0303

東京都 八王子保健生活協同組合
城山病院

八王子市元八王子町3-2872-1 042-665-2611 042-665-2685

東京都 公益財団法人東京都保健医療公
社多摩南部地域病院

多摩市中沢2-1-2 042-338-5111 042-339-6112

東京都
稲城市立病院 稲城市大丸1171 042-377-0931 042-377-1406

東京都 医療法人社団康明会
康明会病院　(旧　日野田中病院）

日野市豊田2-32-1 042-584-5251 042-584-5259

東京都
医療法人財団慈生会　野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-4848 0422-47-4877

東京都 医療法人財団
西武中央病院

東村山市富士見町1-1-43 042-393-1811 042-397-0759

東京都 特別医療法人社団愛有会
久米川病院

東村山市萩山町3-3-10 042-393-5511 042-394-8297

東京都 医療法人社団好仁会
滝山病院

東久留米市滝山4-1-18 042-473-3311 042-473-3315

東京都 医療法人社団 時正会
佐々総合病院

西東京市田無町4-24-15 042-461-1535 042-466-6031

神奈川県 医療法人社団柏信会　青木病院 逗子市桜山 ６－1336 046-873-6555 046-873-6573

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院鎌倉市岡本1370－１ 0467-46-1717 0467-45-9784

神奈川県 茅ヶ崎新北陵病院 茅ヶ崎市行谷583－１ 046-753-4111 046-753-4113

神奈川県 医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院秦野市鶴巻北１－16－１ 0463-78-1319 0463-69-5665

神奈川県 神奈川県立足柄上病院 足柄上郡松田町松田惣領866－１ 0465-83-0351 0465-85-3581

神奈川県 独立行政法人国立病院機構　箱根病院小田原市風祭412 0465-22-7751 0465-22-8821

神奈川県 神奈川リハビリテーション病院 厚木市七沢516 046-249-2612 046-249-2515

神奈川県 医療法人沖縄徳洲会　湘南厚木病院厚木市温水118－１ 046-223-3636 046-223-3630



新潟県 県立新発田病院 新発田市本町1丁目2番8号 0254-22-3121 0254-26-3874

新潟県 新潟市民病院 新潟市中央区鐘木463-7 025-281-5151 025-281-5187

新潟県 国立病院機構西新潟中央病院 新潟市西区真砂1-14-1 025-265-3171 025-231-2831

新潟県 下越病院 新潟市秋葉区中沢町1-23 0250-22-4711 0250-24-4740

新潟県 阿賀野病院 阿賀野市保田6317-15 0250-68-3500 0250-68-3690

新潟県 信楽園病院 新潟市西区新通南3丁目3-11 025-260-8200 025-260-8199

新潟県 燕労災病院 燕市佐渡633 0256-64-5111 0256-63-9819

新潟県 長岡赤十字病院 長岡市千秋2丁目297番地1 0258-28-3600 0258-28-9000

新潟県 国立病院機構新潟病院 柏崎市赤坂町3-52 0257-22-2126 0257-24-9812

新潟県 小千谷さくら病院 小千谷市小粟田2732 0258-83-2680 0258-83-4416

新潟県 県立中央病院 上越市新南町205 025-522-7711 025-521-3720

新潟県 国立病院機構さいがた病院 上越市大潟区犀潟468-1 025-534-3131 025-534-4824

新潟県 上越総合病院 上越市大道福田148-1 025-524-3000 025-524-3002

新潟県 佐渡総合病院 佐渡市千種113-1 0259-63-3121 0259-63-6349

新潟県 厚生連村上総合病院 村上市田端町2-17 0254-53-2141 0254-52-4362

新潟県 竹内病院 新発田市中央町4-6-6 0254-22-2612 0254-22-2638

新潟県 山北徳州会病院 山北町大字勝木1340-1 0254-60-5555 0254-60-5556

新潟県 豊浦病院 新発田市荒町甲1611-8 0254-21-0066 0254-21-0062

新潟県 新潟医療センター病院 新潟市西区小針3-27-11 025-232-0111 025-233-2234

新潟県 椿田病院 新潟市江南区大淵176 025-244-5000 025-246-5800

新潟県 新潟脳外科病院 新潟市西区山田3057 025-231-5111 025-231-5130

新潟県 南部郷厚生病院 五泉市愛宕甲2925番地 0250-58-6111 0250-58-7300

新潟県 南部郷総合病院 五泉市村松1404番地 0250-58-6118 0250-58-3019

新潟県 木戸病院 新潟市東区上木戸5-2-1 025-273-2151 025-273-8360

新潟県 新潟南病院 新潟市中央区女池神明1-7-1 025-284-2511 025-284-2080

新潟県 みどり病院 新潟市中央区神道寺2-5-1 025-244-0080 025-244-0050

新潟県 白根健生病院 新潟市南区上下諏訪木770-1 025-372-2191 025-372-5239

新潟県 日本歯科大学新潟病院 新潟市中央区浜浦町1-8 025-267-1500 025-231-1110

新潟県 西蒲中央病院 新潟市西蒲区旗屋731番地 0256-88-5521 0256-88-5531

新潟県 三条総合病院 三条市大字塚野目5-1-62 0256-32-1131 0256-34-7445



新潟県 県立吉田病院 燕市吉田大保町32-14 0256-92-5111 0256-92-2610

新潟県 かもしか病院 三条市大字南五百川80 0256-41-3131 0256-41-3132

新潟県 立川綜合病院 長岡市神田町3-2-11 0258-33-3111 0258-33-8811

新潟県 長岡療育園 長岡市深沢町2278-8 0258-46-6611 0258-47-1243

新潟県 長岡西病院 長岡市三ツ郷屋371-1 0258-27-8500 0258-27-8509

新潟県 悠遊健康村病院 長岡市大字日越337 0258-47-8500 0258-47-8555

新潟県 見附市立病院 見附市学校町2-13-50 0258-62-2800 0258-61-1700

新潟県 柏崎中央病院 柏崎市駅前2-1-25 0257-23-6254 0257-23-0325

新潟県 県立小出病院 魚沼市日渡新田34 025-792-2111 025-792-2134

新潟県 県立六日町病院 南魚沼市六日町636-2 025-772-7111 025-772-7119

新潟県 齋藤記念病院 南魚沼市欠之上478-2 025-773-5111 025-773-3024

新潟県 県立十日町病院 十日町市高山32-9 025-757-5566 025-757-5566

新潟県 県立松代病院 十日町市松代3592-2 025-597-2100 025-597-3909

新潟県 厚生連中条病院 十日町市中条己2941 025-757-3018 025-757-3607

新潟県 魚沼市立堀之内病院 魚沼市堀之内4315 025-794-2450 025-794-4263

新潟県 上村病院 十日町市田中口468-1 025-763-2111 025-763-2870

新潟県 県立妙高病院 妙高市大字田口147-1 0255-86-2003 0255-86-2065

新潟県 県立柿崎病院 上越市柿崎区柿崎6412-1 025-536-3131 025-536-3136

新潟県 知命堂病院 上越市西城町3丁目6番31号 025-523-2161 025-526-1511

新潟県 糸魚川総合病院 糸魚川市大字竹ヶ花457-1 025-552-0280 025-552-3819

新潟県 佐渡市立両津病院 佐渡市浜田177-1 0259-23-5111 0259-23-3070

富山県 あさひ総合病院 朝日町泊４７７ 0765-83-1160 0765-82-0401

富山県 黒部市民病院 黒部市三日市１１０８－１ 0765-54-2211 0765-54-2962

富山県 独立行政法人労働者健康福祉機構　富山労災病院魚津市六郎丸９９２番地 0765-22-1280 0765-22-5475

富山県 かみいち総合病院 上市町法音寺５１ 076-472-1212 076-472-1213

富山県 厚生連滑川病院 滑川市常盤町１１９番地
076-475-1000
（内線6124）

076-476-5116

富山県 富山県立中央病院 富山市西長江２－２－７８
076-424-1531
（内線3177）

076-491-7109

富山県 富山市立富山市民病院 富山市今泉北部町２番地1 076-422-1112 076-422-1371

富山県 富山逓信病院 富山市鹿島町２丁目２番２９号 076-421-7819 076-421-7829

富山県 富山赤十字病院 富山市牛島本町２－１－５８ 076-433-2222 076-433-2274



富山県 富山県済生会富山病院 富山市楠木３３番地１ 076-437-1111 076-437-1122

富山県 富山県高志リハビリテーション病院 富山市下飯野３６ 076-438-2233 076-437-5390

富山県 独立行政法人国立病院機構　富山病院富山市婦中町新町３１４５ 076-469-2135 076-469-5616

富山県 射水市民病院 射水市朴木２０ 0766-82-8136 0766-82-8104

富山県 高岡市民病院 高岡市宝町４－１
0766-23-0204
（内線2296）

0766-23-0237

富山県 富山県済生会高岡病院 高岡市二塚３８７の１ 0766-21-0570 0766-21-1516

富山県 社会保険高岡病院 高岡市伏木古府元町８－５ 0766-44-1181 0766-44-3862

富山県 厚生連高岡病院 高岡市永楽町５－１０ 0766-21-3930 0766-24-9518

富山県 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市鞍川１１３０ 0766-74-1900 0766-74-1933

富山県 公立学校共済組合　北陸中央病院 小矢部市野寺１２３ 0766-67-1150 0766-68-3733

富山県 市立砺波総合病院 砺波市新富町１－６１
0763-32-3320
（内線2259）

0763-33-5202

富山県 南砺市民病院 南砺市井波９３８ 0763-82-1475 0763-82-1853

富山県 独立行政法人国立病院機構　北陸病院南砺市信末５９６３ 0763-62-1340 0763-62-3460

富山県 公立南砺中央病院 南砺市梅野２００７－５ 0763-53-2228 0763-53-2205

石川県 岡本病院 小松市小馬出町13 0761-22-6273 0761-22-6274

石川県 加登病院 小松市土居原町27 0761-22-0751 0761-22-0725

石川県 小松市民病院 小松市向本折町ホ 60 0761-22-7111 0761-21-7155

石川県 東野病院 小松市今江町7-468 0761-22-0623 0761-22-0634

石川県 森田病院 小松市園町ホ99-1 0761-21-1555 0761-22-8734

石川県 やわたメディカルセンター 小松市八幡イ12-7 0761-47-1212 0761-47-1941

石川県 奥山眼科クリニック 小松市末広町50-4 0761-23-1122

石川県 かねとクリニック 小松市今江町7-218 0761-22-0418 0761-24-3792

石川県 上小松クリニック 小松市上小松町丙41-1 0761-22-2115 0761-22-2116

石川県 眼科わじま医院 小松市幸町3-67 0761-20-2288 0761-20-2285

石川県 楠野医院 小松市土居原町303 0761-23-3688 0761-23-3619

石川県 小松みなみ診療所 小松市下粟津町み1 0761-43-0375 0761-43-0353

石川県 十慈医院 小松市龍助町42 0761-22-0333 0761-22-0366

石川県 芦城クリニック 小松市大文字町88 0761-23-0011 0761-23-3641

石川県 春木医院 小松市糸町4-9 0761-22-5017 0761-22-5241

石川県 広崎外科医院 小松市日吉町51 0761-22-0393 0761-22-0298



石川県 本田内科クリニック 小松市若杉町1-55 0761-20-5588 0761-20-5580

石川県 八木内科クリニック 小松市打越町う45 0761-24-1118 0761-24-1117

石川県 独立行政法人国立病院機構石川病院 加賀市手塚町サ150 0761-74-0700 0761-74-7642

石川県 加賀市民病院 加賀市大聖寺八間道65 0761-72-2100 0761-72-0271

石川県 山中温泉医療センター 加賀市山中温泉上野町ル15-1 0761-78-0301 0761-78-5234

石川県 稲坂内科医院 加賀市大聖寺仲町23 0761-72-0231 0761-73-4832

石川県 加賀たちばな元気クリニック 加賀市小菅波町1-70 加賀温泉駅ビル3F 0761-72-8159 0761-72-8182

石川県 塩浜医院 加賀市大菅波町ト26番地1 0761-73-3515

石川県 鈴木医院 加賀市山中温泉本町1-ヤ-7 0761-78-1116 0761-78-5327

石川県 武村眼科医院 加賀市大聖寺荒町61 0761-72-0648 0761-73-2267

石川県 のざきクリニック 加賀市作見町へ17-1 0761-72-7002 0761-72-7330

石川県 箱宮クリニック 加賀市箱宮町タ14-1 0761-75-8881 0761-75-8882

石川県 堀内眼科医院 加賀市山代温泉北部2-71 0761-77-5200 0761-775227

石川県 松下内科クリニック 加賀市山代温泉北部4-81-1 0761-76-0110 0761-76-1335

石川県 もり眼科クリニック 加賀市作見町ニ41-4 お医者村ビル2F 0761-76-6111 0761-76-6112

石川県 宮本医院 加賀市山代温泉桔梗丘2-18 0761-77-7070 0761-77-7080

石川県 山下医院 加賀市作見町ホ39-1 0761-73-1300 0761-73-1300

石川県 寺井病院 能美市寺井町ウ84 0761-58-5500 0761-58-6570

石川県 芳珠記念病院 能美市緑が丘11-71 0761-51-5551 0761-51-5557

石川県 上田眼科医院 能美市寺井町レ104-4 0761-57-1365 0761-57-4365

石川県 きだ整形外科クリニック 能美市西二口町丙30-1 0761-55-8811 0761-55-8822

石川県 たつのくちクリニック 能美市辰口町521-1 0761-52-0061 0761-52-0062

石川県 にしかわクリニック 能美市三ツ屋町イ14-1 0761-52-0025 0761-52-0065

石川県 松田内科クリニック 能美市三ツ屋町38-3 0761-51-0058 0761-51-7701

石川県 もりした整形外科クリニック 能美市辰口町654-1 0761-51-6515 0761-51-6710

石川県 米島医院 能美市大成町ト118-6 0761-55-0241 0761-55-3821

石川県 浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83 076-252-2101 076-252-2102

石川県 石川県済生会金沢病院 金沢市赤土町ニ13-6 076-266-1060 076-266-1070

石川県 石川県立中央病院 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-237-8211 076-238-5366

石川県 石田病院 金沢市寺町3-10-15 076-242-3121 076-242-8191



石川県 石野病院 金沢市千日町7-15 076-242-0111 076-242-0169

石川県 伊藤病院 金沢市十三間町98 076-263-6351 076-263-2526

石川県 映寿会みらい病院 金沢市鞍月東1-9 076-237-8000 076-237-8205

石川県 ＮＴＴ西日本金沢病院 金沢市下新町6-26 076-220-9100 076-223-7378

石川県 独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 金沢市下石引町1-1 076-262-4161 076-222-2758

石川県 金沢社会保険病院 金沢市沖町ハ15 076-252-2200 076-253-5074

石川県 金沢循環器病院 金沢市田中町は16番地 076-253-8000 076-253-0008

石川県 金沢聖霊総合病院 金沢市長町1-5-30 076-231-1295 076-231-3515

石川県 金沢赤十字病院 金沢市三馬2丁目251 076-242-8131 076-243-7552

石川県 金沢西病院 金沢市駅西本町6-15-41 076-233-1811 076-221-8603

石川県 川北病院 金沢市野町1-3-55 076-241-8351 076-241-8398

石川県 木島病院 金沢市松寺町子41-1 076-237-9200 076-237-9202

石川県 城北病院 金沢市京町20-3 076-251-6111 076-252-5881

石川県 すすみが丘病院 金沢市もりの里3-76 076-260-7700 076-260-7780

石川県 医療法人社団白銀会林病院 金沢市本町1-2-27 076-261-8181

石川県 藤井脳神経外科病院 金沢市古府1丁目150番地 076-240-3555

石川県 北陸病院 金沢市泉が丘2-13-43 076-243-1191 076-242-3577

石川県 南ヶ丘病院 金沢市馬替2-125 076-298-3366 076-298-9276

石川県 宗広病院 金沢市桜町24-30 076-224-0101 076-224-2850

石川県 安田内科病院 金沢市大豆田本町ハ62 076-291-2911 076-291-6787

石川県 あかまる整形外科・脊椎クリニック 金沢市松村4-417 076-255-2121 076-255-2123

石川県 あさい眼科クリニック 金沢市此花3-2 ライブ1ビル1F 076-263-7288 076-263-7288

石川県 あさひクリニック 金沢市泉野町1-3-15 076-226-8707 076-2261060

石川県 浅野眼科医院 金沢市新竪町3-130 076-231-3132 076-231-3463

石川県 池野内科クリニック 金沢市高柳町1-12-1 076-252-7100 076-252-1633

石川県 いしぐろクリニック 金沢市窪4-515 076-243-2500 076-243-5022

石川県 石坂眼科医院 金沢市材木町2-15 076-221-1001 076-255-1807

石川県 いよべクリニック 金沢市小坂町南675 076-251-2222 076-251-5005

石川県 岩城内科医院 金沢市駅西本町2丁目5-20 076-223-2111 076-223-2110

石川県 上野医院 金沢市小立野3-14-5 076-223-5510 076-223-5525



石川県 江守クリニック 金沢市割出町709-1 076-213-6211 076-213-6222

石川県 大野内科医院 金沢市中央通町11-5 076-231-4488 076-231-4406

石川県 おおもりクリニック 金沢市鞍月4-144 076-266-8666 076-266-8669

石川県 おおや医院 金沢市上安原2-108-1 076-249-5161 076-249-5861

石川県 おぎの胃腸科クリニック 金沢市粟崎町2-402 076-237-3355 076-237-3732

石川県 加藤クリニック 金沢市疋田2-39 076-257-7771 076-257-7749

石川県 金沢ホームケアクリニック 金沢市大友1-102 076-225-7010 076-225-7018

石川県 川口眼科医院 金沢市入江2-163-2 076-291-7788 076-291-3777

石川県 かわきた眼科クリニック 金沢市野町1-3-67 076-243-3335 076-243-3213

石川県 かりの眼科医院 金沢市旭町1-1-44 076-222-7222 076-222-7222

石川県 きたばやし医院 金沢市笠舞1-23-40 076-264-0100 076-264-0117

石川県 小坂内科クリニック 金沢市石引1-7-11 076-232-0303 076-232-0305

石川県 坂戸医院 金沢市山の上町5-3 076-252-7325 076-251-5352

石川県 さがら整形外科医院 金沢市畝田西3-203 076-267-6700 076-267-7001

石川県 芝クリニック太陽丘 金沢市太陽が丘3-1-15 076-260-1222 076-260-1223

石川県 城北クリニック 金沢市京町20-50 076-253-1666 076-253-1225

石川県 城北診療所 金沢市京町23-5 076-252-6111 076-253-8135

石川県 杉原沼田クリニック 金沢市末町16-20-1 076-229-1533 076-229-1532

石川県 鈴木レディスホスピタル 金沢市寺町2-8-36 076-242-3155 076-245-1881

石川県 瀬川眼科 金沢市寺中町ホ61-9 076-266-2222

石川県 たがわ眼科クリニック 金沢市田上町17-10 076-223-4146 076-223-4148

石川県 たけうち内科クリニック 金沢市涌波1-7-1 076-232-7822 076-232-7826

石川県 竹田内科クリニック 金沢市長田2-1-8 076-260-7878 076-260-7868

石川県 辻整形外科クリニック 金沢市横川5-191 076-280-0111

石川県 土田整形外科クリニック 金沢市田上5街区14番 076-282-7886 076-222-1727

石川県 医療法人社団つちや医院 金沢市吉原町ヨ130-2 076-257-4600 076-257-4045

石川県 ティーズ内科クリニック 金沢市松村4-308 076-255-1002 076-255-1020

石川県 中嶋医院 金沢市若草町2-35 076-241-7717 076-242-9510

石川県 なかた整形外科クリニック 金沢市吉原町ハ21 076-258-0200 076-258-0131

石川県 中谷整形外科 金沢市泉本町4-12 076-242-6151 076-243-8447



石川県 なかのクリニック 金沢市松寺町丑9-1 076-238-0600 076-238-6637

石川県 中村医院 金沢市黒田1-188 076-240-4320 076-240-4327

石川県 野口内科クリニック 金沢市神谷内町ハ37-7 076-253-8801 076-253-8824

石川県 羽柴クリニック 金沢市泉野町1-19-16 076-247-8483 076-247-8489

石川県 花園医院 金沢市今町ホ39 076-257-7772 076-257-7773

石川県 はっとり大腸肛門クリニック 金沢市大友1-109 076-238-8101 076-238-8102

石川県 はやかわクリニック 金沢市寺中町ホ37-1 076-266-1455 076-266-1465

石川県 皮膚科西尾クリニック 金沢市木越町チ80-5 076-238-2402 076-238-2401

石川県 藤村有松眼科医院 金沢市有松2-5-36 076-244-5768 076-280-0447

石川県 ふじもとクリニック 金沢市長坂3丁目9-2 076-280-7711 076-280-7122

石川県 松田内科医院 金沢市泉町2-7-1 076-241-2505 076-241-2537

石川県 水口内科クリニック 金沢市鞍月5-219 076-255-3377 076-255-3388

石川県 みやうち眼科 金沢市松村4-305 076-255-1888 076-255-1887

石川県 もりやま越野医院 金沢市森山1-5-26 076-252-0416 076-251-6982

石川県 山田内科クリニック 金沢市円光寺3-12-15 076-242-5530 076-242-7899

石川県 ゆーともクリニック 金沢市菊川1-23-23 076-262-1133 076-263-1141

石川県 横井小児科内科医院 金沢市菊川1-10-3 076-262-8551 076-260-5071

石川県 横浜外科整形外科医院 金沢市小坂町北195-2 076-251-1500 076-251-1503

石川県 四日眼科医院 金沢市松村1-86 076-268-8555 076-268-8774

石川県 米島内科医院 金沢市東山2-16-3 076-252-5478 076-252-5225

石川県
石川県立高松病院 かほく市内高松ヤ36 076-281-1125 076-282-5356

石川県 二ツ屋病院 かほく市二ツ屋ソ72 076-281-0172 076-281-0161

石川県
おきの内科医院 かほく市遠塚ロ54-9 076-285-2552 076-285-2572

石川県
藤田整形外科クリニック かほく市内日角4-1 076-283-7177 076-283-7178

石川県 公立つるぎ病院 白山市鶴来水戸町ﾉ1 076-272-1250 076-272-3144

石川県 公立松任石川中央病院 白山市倉光3-8 076-275-2222 076-274-5974

石川県 新村病院
白山市月橋町722-12 076-273-0100 076-273-0019

石川県
有川整形外科医院 白山市八ツ矢町232-2 076-275-7500 076-275-3990

石川県 あさがおクリニック 白山市倉光5-103 076-275-2600 076-275-2767

石川県
井村内科医院 白山市美川北町ｦ67-1 076-278-6363 076-278-2183



石川県
うしむら眼科クリニック 白山市井関町115-3 076-278-3001 076-278-3511

石川県
北村内科医院 白山市倉光7-41 076-274-3800 076-274-3818

石川県
しらお眼科 白山市四日市町27-1 076-274-1200 076-277-6836

石川県
聖来美クリニック 白山市井関町115-1 076-278-7070 076-278-7970

石川県
太郎田医院 白山市美川和波町ｶ133-1 076-278-3384

石川県
津山クリニック 白山市北安田町1270 076-276-5501 076-218-5503

石川県
ちくだ医院 白山市倉光6-35 076-275-6341 076-275-6288

石川県 ながしまクリニック 白山市北安田町972-1 076-275-1115 076-275-1028

石川県
長尾医院 白山市美川永代町ソ248 076-278-2156 076-278-5108

石川県
やなぎ内科クリニック 白山市専福寺町161-1 076-277-6200 076-277-6239

石川県
矢ヶ崎外科医院 白山市徳丸町597番地 076-275-5166 076-274-2201

石川県 吉野谷診療所 白山市佐良ニ124 076-255-5019 076-255-5180

石川県
金沢脳神経外科病院 野々市市郷町262-2 076-246-5600 076-246-3914

石川県
舩木病院 野々市市太平寺4-71 076-248-6686 076-248-7443

石川県
かわきた整形外科醫院 野々市市横宮町67-1 ｳﾞｲﾃﾝののいち1F 076-246-0108 076-246-0161

石川県
ほりかわクリニック 野々市市御経塚2-270 076-240-0600 076-240-2053

石川県
やまかわ内科クリニック 野々市市藤平田1-472 076-246-6650 076-246-6657

石川県
やまぎしレディスクリニック 野々市市藤平田1-45 076-287-6066 076-287-6077

石川県
山本クリニック 野々市市新庄1-273 076-246-1661 076-246-1550

石川県 よこみやクリニック 野々市市横宮町86-2 076-248-0086 076-248-0065

石川県
わかばやし眼科クリニック

野々市市太平寺3-160
076-294-0707 076-294-0711

石川県 みずほ病院 河北郡津幡町字潟端422-1 076-255-3008 076-288-3801

石川県
いこま眼科医院 河北郡津幡町字津幡ニ522 076-289-4175 076-289-4176

石川県
かわむら整形外科クリニック 河北郡津幡町横浜へ36-3 076-288-2555 076-288-2550

石川県
木島脳神経外科クリニック 河北郡津幡町北中条2-33 076-289-7430 076-289-7431

石川県
たなべ眼科医院 河北郡津幡町北中条8-57-1 076-289-6340 076-289-6392

石川県
たにぐち整形外科クリニック 河北郡津幡町字太田は110-1 076-289-0011 076-289-5128

石川県 望月眼科医院 河北郡内灘町旭ケ丘142 076-239-1515 076-239-2559

石川県 独立行政法人国立病院機構七尾病院
七尾市松百町8部3-1 0767-53-1890 0767-53-5771

石川県 公立能登総合病院 七尾市藤橋町ア部6-4 0767-52-6611 0767-52-9225



石川県 恵寿総合病院 七尾市富岡町94番地 0767-52-3211 0767-52-3218

石川県 荒井皮膚科医院
七尾市神明町ロ部13 0767-53-0134 0767-53-6909

石川県 おくむら内科胃腸科医院
七尾市下町ニ19-1 0767-57-0753 0767-57-3885

石川県 国下整形外科医院
七尾市大和町チ部15-3 0767-54-0131 0767-54-0137

石川県 田中内科クリニック
七尾市藤橋町戌15-1 0767-57-5660 0767-57-5661

石川県 八野田整形外科医院
七尾市藤橋町巳部45-3 0767-54-0811 0767-54-0810

石川県 村田医院
七尾市中島町上町十部7 0767-66-0017 0767-66-2468

石川県 森クリニック
七尾市国分町セ32-3 0767-54-8688 0767-54-0553

石川県 公立羽咋病院
羽咋市的場町松崎24番地 0767-22-1220 0767-22-5598

石川県 疋島クリニック
羽咋市旭町ア45 0767-22-1205 0767-22-6434

石川県 田村眼科クリニック
羽咋市鶴多町亀田10-1 0767-22-0026 0767-22-5369

石川県 羽咋池野整形外科医院 羽咋市南中央町ユ3 0767-22-0254 0767-22-7770

石川県 町立富来病院 羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1 0767-42-1122 0767-42-0197

石川県 池野整形外科･耳鼻咽喉科医院 羽咋郡志賀町高浜町ソ9-1 0767-32-0040 0767-32-2595

石川県 志賀クリニック 羽咋郡志賀町高浜町ヤ79-1 0767-32-5307 0767-32-5308

石川県 西村内科胃腸科クリニック 羽咋郡宝達志水町今浜ﾄ169 0767-28-2033 0767-28-8007

石川県 安田医院 鹿島郡中能登町能登部下105-4-1 0767-72-2027 0767-72-2573

石川県 市立輪島病院 輪島市山岸町は1番1地 0768-22-2222 0768-23-0634

石川県 定梶医院 輪島市門前町剣地タ24
0768-45-1351 0768-45-1718

石川県 宮下医院 輪島市三井町長沢6-12 0768-26-1311 0768-26-1010

石川県 珠洲市総合病院 珠洲市野々江町ユ部1-1 0768-82-1181 0768-82-1191

石川県 公立穴水総合病院 鳳珠郡穴水町川島タ8 0768-52-0511 0768-52-0356

石川県 尾張循環器糖尿病内科クリニック 鳳珠郡穴水町字此木壱127 0768-52-1515 0768-52-1551

石川県 北川内科クリニック 鳳珠郡穴水町大町い17 0768-52-3555 0768-52-3567

石川県 公立宇出津総合病院 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97 0768-62-1311 0768-62-3769

石川県 升谷医院 鳳珠郡能登町字松波10-99-1 0768-72-1151 0768-72-1162

福井県 福井大学医学部附属病院 吉田郡永平寺町松岡下合月２３－３ 0776-61-3111

福井県 福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋７－１ 0776-23-1111

福井県 福井赤十字病院 福井市月見２丁目４－１ 0776-36-3630 0776-36-4133

福井県 福井総合病院 福井市江上町５８－１６－１ 0776-59-1300 0776-59-2538



福井県 中村病院 越前市天王町４－２８ 0778-22-0618

福井県 市立敦賀病院 敦賀市三島町１丁目６－６０ 0770-22-3611

福井県 光陽生協病院 福井市光陽３丁目９－２３ 0776-24-5009 0776-24-8741

福井県 つくし野病院 福井市川合鷲塚町４９－６－１ 0776-55-1800 0776-55-1780

福井県 福井温泉病院 福井市天菅生町７－１ 0776-59-1311 0776-59-1973

福井県 福井リハビリテーション病院 福井市南楢原町２０－２ 0776-59-1126 0776-59-1922

福井県 国立病院機構あわら病院 あわら市北潟２３８－１ 0776-79-1211 0776-79-1249

福井県 春江病院 坂井市春江町江留下屋敷３０－８ 0776-51-0029

福井県 藤田神経内科病院 坂井市丸岡町羽崎３１－１２－１ 0776-67-1120 0776-67-0282

福井県 宮崎病院 坂井市三国町北本町２丁目２－６ 0776-82-1002 0776-82-6713

福井県 松田病院 大野市要町１－１３ 0779-66-3238 0779-66-6098

福井県 福井社会保険病院 勝山市長山町２丁目６－２１ 0779-88-0350

福井県 芳野医院 勝山市長山町１丁目３－１ 0779-88-2005

福井県 公立丹南病院 鯖江市三六町１丁目２－３１ 0778-51-2260 0778-52-8620

福井県 広瀬病院 鯖江市旭町１丁目２－８ 0778-51-3030 0778-51-5978

福井県 林病院 越前市府中１丁目５－７ 0778-22-0336 0778-23-4014

福井県 今立中央病院 越前市粟田部町３３－１－１ 0778-42-1800 0778-42-2315

福井県 杉田玄白記念公立小浜病院 小浜市大手町２－２ 0770-52-0990

福井県 社会保険高浜病院 大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２ 0770-72-0880 0770-72-1240

福井県 レイクヒルズ美方病院 三方上中郡若狭町気山３１５－１－９ 0770-45-1131 0770-45-2420

福井県 若狭町国民健康保険上中病院 大飯郡高浜町宮崎８７－１４－２ 0770-62-1188 0770-62-1699

福井県 阿部病院 大野市元町８－６ 0779-66-2230 0779-66-5668 

山梨県 市立甲府病院
〒400-0832
山梨県甲府市増坪町366番地

055-244-1111 055-220-2650

山梨県 山梨病院
〒400-0025
山梨県甲府市朝日3－8－31

055-252-8831 055-253-4735

山梨県 甲府共立病院
〒400-0034
山梨県甲府市宝1丁目9－1

055-226-3131 055-226-9715

山梨県 韮崎市立病院
〒407-0024
山梨県韮崎市本町3丁目5番3号

0551-22-1221 0551-22-9731

山梨県 巨摩共立病院
〒400-0398
山梨県南アルプス市桃園340

055-283-3131 055-282-5614

山梨県 山梨厚生病院
〒405-0033
山梨県山梨市落合860

0553-23-1311 0553-23-0168

山梨県 飯富病院
〒409-3423
山梨県南巨摩郡身延町飯富1628

0556-42-2322 0556-42-3481

山梨県 峡南病院
〒400-0601
山梨県南巨摩郡鰍沢町1806番地

0556-22-4411 0556-22-6553



山梨県 富士吉田市立病院
〒403-0005
山梨県富士吉田市上吉田6530

0555-22-4111 0555-22-6995

山梨県 山梨赤十字病院
〒401-0301
山梨県南巨摩郡富士河口湖町船津6663－1

0555-72-2222 0555-73-1385

山梨県 大月市立中央病院
〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1225

0554-22-1251 0554-22-3765

山梨県 都留市立病院
〒402-0056
山梨県都留市つる5丁目1番55号

0554-45-1811 0554-45-2467

長野県 ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院 佐久市臼田197 0267-82-3131 0267-81-1114

長野県 小諸厚生総合病院 小諸市与良町3-2-31 0267-22-1070 0267-23-9127

長野県 佐久市立　国保浅間総合病院 佐久市岩村田1862-1 0267-67-2295 0267-67-3320

長野県
独立行政法人国立病院機構
信州上田医療センター

上田市緑ケ丘1-27-21 0268-22-1890 0268-22-1893

長野県 ＪＡ長野厚生連　鹿教湯病院 上田市鹿教湯温泉1308 0268-44-2111 0268-44-2117

長野県 ＪＡ長野厚生連　鹿教湯三才山病院 上田市鹿教湯温泉1777 0268-44-2321 0268-45-3709

長野県 ＪＡ長野厚生連　富士見高原病院 諏訪郡富士見町落合11100 0266-62-3030 0266-62-5188

長野県 諏訪赤十字病院 諏訪市湖岸通り5-11-50 0266-52-6111 0266-57-6036

長野県 諏訪湖畔病院 岡谷市長地小萩1-11-30 0266-27-5500 0266-28-7012

長野県 市立岡谷病院 岡谷市本町4-11-33 0266-23-8000 0266-23-0818

長野県 伊那中央病院 伊那市大字伊那1313-1 0265-72-3121 0265-78-2248

長野県 飯田市立病院 飯田市八幡町438 0265-21-1255 0265-21-1266

長野県 健和会病院 飯田市鼎中平1936 0265-23-3116 0265-23-3129

長野県 県立木曽病院 木曽郡木曽町福島6613-4 0264-22-2703 0264-22-2538

長野県
独立行政法人国立病院機構　まつ
もと医療センター松本病院

松本市寿豊丘811 0263-58-3121 0263-86-1400

長野県 城西病院 松本市城西1-5-16 0263-33-6400 0263-38-4624

長野県 安曇野赤十字病院 安曇野市豊科5685 0263-72-3170 0263-72-2314

長野県 ＪＡ長野厚生連　安曇総合病院 北安曇郡池田町大字池田3207-1 0261-62-3166 0261-61-1688

長野県 県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 長野市下駒沢618-1 026-296-3953 026-296-3943

長野県 ＪＡ長野厚生連　長野松代総合病院長野市松代町松代183 026-278-2031 026-278-9167

長野県 長野赤十字病院 長野市若里5-22-1 026-226-4131 026-228-8439

長野県 長野市民病院 長野市富竹133-1 026-295-1199 026-295-1148

長野県 県立須坂病院 須坂市大字須坂1332 026-246-6577 026-246-5530

長野県 ＪＡ長野厚生連　北信総合病院 中野市西1-5-63 0269-22-2151 0269-22-2426

岐阜県 岐阜県総合医療センター 岐阜市野一色４－６－１ 058-246-1111 058-248-3806

岐阜県 岐阜市民病院 岐阜市鹿島町７－１ 058-251-1101 058-251-9927



岐阜県 岐阜赤十字病院 岐阜市岩倉町３－３６ 058-231-2266 058-233-7772

岐阜県 山田病院 岐阜市東金宝町１－１２ 058-265-1411 058-263-3399

岐阜県 澤田病院 岐阜市野一色７－２－５ 058-247-3355 058-247-3303

岐阜県 河村病院 岐阜市芥見大般若１－８４ 058-241-3311 058-241-3066

岐阜県 村上記念病院 岐阜市橋本町３－２３ 058-253-8001 058-253-5165

岐阜県 山内ホスピタル 岐阜市市橋３－７－２２ 058-276-2131 058-276-1501

岐阜県 長良医療センター 岐阜市長良１３００－７ 058-232-7755 058-295-0077

岐阜県 東海中央病院 各務原市蘇原東島町４－６－２ 0583-82-3101 0583-82-1762

岐阜県 松波総合病院 羽島郡笠松町田代１８５－１ 058-388-0111 058-388-4711

岐阜県 朝日大学歯学部附属病院 瑞穂市穗積１８５１－１ 058-329-1111 058-329-1137

岐阜県 岐北厚生病院 山県市高富１１８７－３ 0581-22-1811 0581-22-3512

岐阜県 羽島市民病院 羽島市新生町３－２４６ 058-383-0111 058-393-0821

岐阜県 大垣市民病院 大垣市南頬町４－８６ 0584-81-3341 0584-75-5715

岐阜県 西美濃厚生病院 養老郡養老町押越９８６ 0584-32-1161 0584-32-3884

岐阜県 国民健康保険関ヶ原病院 不破郡関ヶ原町２４９０－２９ 0584-43-1122 0584-43-2236

岐阜県 海津市医師会病院 海津市海津町福江６５６－１６ 0584-53-7111 0584-53-7128

岐阜県 揖斐厚生病院 揖斐郡揖斐川町三輪２５４７－４ 0585-21-1111 0585-21-1112

岐阜県 藤井病院 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原３２３８ 0584-43-0032 0584-43-1793

岐阜県 木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井５９０ 0574-25-2181 0574-24-1475

岐阜県 中濃厚生病院 関市若草通５－１ 0575-22-2211 0575-24-7139

岐阜県 関中央病院 関市平成通２－６－１８ 0575-22-0012 0575-24-3787

岐阜県 八幡病院 郡上市八幡町桜町２７８ 0575-65-2151 0575-67-1047

岐阜県 鷲見病院 郡上市白鳥町白鳥２－１ 0575-82-3151 0575-82-3150

岐阜県 岐阜社会保険病院 可児市土田１２２１－５ 0574-25-3113 0574-25-4657

岐阜県 県立多治見病院 多治見市前畑町５－１６１ 0572-22-5311 0572-25-3019

岐阜県 多治見市民病院 多治見市前畑町３－４３ 0572-22-5211 0572-24-0705

岐阜県 東濃厚生病院 瑞浪市土岐町７６－１ 0572-68-4111 0572-68-8934

岐阜県 土岐市立総合病院 土岐市土岐津町土岐口７０３－２４ 0572-55-2111 0572-54-8488

岐阜県 国民健康保険病院坂下病院 中津川市坂下１６６５－１ 0573-75-3118 0573-75-2590

岐阜県 中津川市民病院 中津川市駒場１５２２－１ 0573-66-1251 0573-65-6445



岐阜県 高山赤十字病院 高山市天満町３－１１ 0577-32-1111 0577-34-4155

岐阜県 県立下呂温泉病院 下呂市幸田１１６２ 0576-25-2820 0576-25-5922

岐阜県 久美愛厚生病院 高山市大新町５－６８ 0577-32-1115 0577-34-7115

静岡県  下田メディカルセンター 下田市6-4-10 0558-25-2525 0558-25-5050

静岡県  伊東市民病院  伊東市岡196-1 0557-37-2626 0557-35-0631

静岡県  国際医療福祉大学熱海病院  熱海市東海岸13-1 0557-81-9171 0557-83-6632

静岡県  三島社会保険病院  三島市谷田字藤久保2276 055-975-3031 055-973-3647

静岡県  沼津市立病院  沼津市東椎路春の木550 055-924-5100 055-924-5133

静岡県  独立行政法人国立病院機構静岡医療センター  駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 055-975-2725

静岡県  農協共済中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ  伊豆市冷川1523-108 0558-83-2111 0558-83-2370

静岡県  順天堂大学医学部附属静岡病院  伊豆の国市長岡1129 055-948-3111 055-948-5088

静岡県  一般財団法人神山復生病院  御殿場市神山109 0550-87-0004 0550-87-5360

静岡県  富士宮市立病院  富士宮市錦町3-1 0544-27-3151 0544-23-7232

静岡県  独立行政法人国立病院機構静岡富士病院  富士宮市上井田814 0544-54-0700 0544-54-1926

静岡県  富士市立中央病院  富士市高島町50 0545-52-1131 0545-51-7077

静岡県  共立蒲原総合病院  富士市中之郷2500-1 0545-81-2211 0545-81-2208

静岡県  静岡市立清水病院  静岡市清水区宮加三1231 054-336-1111 054-334-1173

静岡県  JA静岡厚生連清水厚生病院  静岡市清水区庵原町578-1 054-366-3333 0543-64-5503

静岡県  地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院  静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111 054-247-6140

静岡県   独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター  静岡市葵区漆山886 054-245-5446 054-247-9781

静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院  静岡市葵区漆山860 054-247-6251 054-247-6259

静岡県  静岡市立静岡病院  静岡市葵区追手町10-93 054-253-3125 054-252-0010

静岡県  静岡赤十字病院  静岡市葵区追手町8-2 054-254-4311 054-252-8816

静岡県  静岡済生会総合病院  静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 054-285-5179

静岡県  JA静岡厚生連静岡厚生病院  静岡市葵区北番町23 054-271-7177 054-273-2184

静岡県  静岡徳洲会病院  静岡市駿河区下川原南11-1 054-256-8008 054-256-8020

静岡県  焼津市立総合病院  焼津市道原1000 054-623-3111 054-624-9103

静岡県  藤枝市立総合病院  藤枝市駿河台4-1-11 054-646-1111 054-646-1122

静岡県  市立島田市民病院  島田市野田1200－5 0547-35-2111 0547-36-9155

静岡県  医療法人社団沖縄徳洲会榛原総合病院  牧之原市細江2887-1 0548-22-1131 0548-22-6363



静岡県  磐田市立総合病院  磐田市大久保512-3 0538-38-5000 0538-38-5050

静岡県  独立行政法人国立病院機構天竜病院  浜松市浜北区於呂4201-2 053-583-3111 053-583-3664

静岡県  国民健康保険佐久間病院  浜松市天竜区佐久間町中部18-5 053-965-0054 053-965-0350

静岡県  社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院  浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222 053-471-6050

静岡県  社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷三方原病院  浜松市北区三方原3453 053-436-1251 053-438-2971

静岡県  浜松赤十字病院  浜松市浜北区小林1088-1 053-401-1111 053-401-1190

静岡県  浜松医療センター  浜松市中区富塚町328 053-453-7111 053-452-9217

静岡県  独立行政法人労働者健康福祉機構 浜松労災病院  浜松市東区将監町25 053-462-1211 053-465-4380

静岡県  松田病院  浜松市西区入野町753 053-448-5121 053-448-9753

静岡県  掛川市・袋井市病院企業団体　中東遠総合医療センター  掛川市菖蒲ヶ池１－１ 0537-21-5555 0537-28-8971

愛知県
独立行政法人国立病院機構名古
屋医療センター

名古屋市中区三の丸４丁目１番１号 ０５２－９５１－１１１１０５２－９５１－９０１１

愛知県 名古屋大学医学部附属病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５番地 ０５２－７４１－２１１１０５２－７４４－２６６３

愛知県 名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ ０５２－８５１－５５１１０５２－８５８－７４２６

愛知県
独立行政法人国立病院機構東名
古屋病院

名古屋市名東区梅森坂５－１０１ ０５２－８０１－１１５１０５２－８０１－１５２４

愛知県 津島市民病院 津島市橘町３－７３ ０５６７－２８－５１５１０５６７－２８－６６５３

愛知県 藤田保健衛生大学病院 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１－９８ ０５６２－９３－２１１１０５６２－９３－３６６６

愛知県 一宮市立市民病院 一宮市文京２－２－２２ ０５８６－７１－１９１１０５８６－７１－８５４０

愛知県 春日井市民病院 春日井市鷹来町１丁目１番地１ ０５６８－５７－００５７０５６８－８２－９３４５

愛知県
独立行政法人国立長寿医療研究
センター

大府市森岡町源吾３５ ０５６２－４６－２３１１０５６２－４６－３３０９

愛知県 岡崎市民病院 岡崎市高隆寺町字五所合３番地１ ０５６４－２１－８１１１０５６４－２５－６７２０

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会
安城更生病院

安城市安城町東広畔２８番地 ０５６６－７５－２１１１０５６６－７５－２５２３

愛知県
愛知県厚生農業協同組合連合会
豊田厚生病院

豊田市浄水町伊保原５００－１ ０５６５－４３－５００００５６５－４３－５１００

愛知県 豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０番地 ０５３２－３３－６１１１０５３２－３３－６２３０

愛知県 新城市民病院 新城市字北畑３２番地１ ０５３６－２２－２１７１０５３６－２２－００８６

三重県 市立四日市病院 四日市市芝田2丁目2番37号 059-354-1111 059-354-2214

三重県 鈴鹿中央総合病院 鈴鹿市安塚町山の花1275番地の184 059-384-2226 059-384-3693

三重県 国立病院機構鈴鹿病院 鈴鹿市加佐登三丁目2番1号 059-378-1321 059-379-6670

三重県 国立病院機構三重中央医療センター 津市久居明神町2158番地の5 059-259-1159 059-259-0771

三重県 松阪中央総合病院 松阪市川井町字小望102 0598-21-5252 0598-21-9555

三重県 伊勢赤十字病院 伊勢市船江１－４７１ 0596-20-6370 0596-27-5816



三重県 市立伊勢総合病院 伊勢市楠部町3038番地 0596-23-5111 0596-29-2576

三重県 紀南病院 南牟婁郡御浜町大字阿田和4750 05979-2-1333 05979-2-3357

三重県 医療法人豊和会　豊和病院 志摩市阿児町鵜方２５５５－９ 0599-43-0501 0599-43-2597

三重県 長島中央病院 桑名市長島町福吉271 0594-45-0555 0594-45-0575

三重県 医療法人慈心会　第一病院 北牟婁郡紀北町海山区上里225-8 0597-36-1111 0597-36-1611

三重県 独立行政法人三重県立総合医療センター 四日市市大字日永5450-132 059-345-2321 059-347-3511

三重県 亀山市立医療センター 亀山市亀田町４６６番地の１ 0595-83-0990 0595-83-0306

三重県 小山田記念温泉病院 四日市市山田町５５３８－１ 059-328-1260 059-328-1921

三重県 医療法人　田中病院 伊勢市曽祢１－７－２１ 0596-25-3111 0596-27-5771

三重県 三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方２５５５－９ 0599-43-0501 0599-43-2597

三重県 三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６ 059-262-0600 059-262-3264

滋賀県 大津赤十字志賀病院 大津市和邇中298 077-594-8777 077-594-8778

滋賀県 琵琶湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 077-578-4321 077-572-2858

滋賀県 琵琶湖養育院病院 大津市大萱七丁目7-2 077-545-9191 077-545-9339

滋賀県 山田整形外科病院 大津市本堅田5丁目22-27 077-573-0058 077-573-4688

滋賀県 びわこ学園医療福祉センター草津 草津市笠山8丁目3-113 077-566-0701 077-566-0308

滋賀県 宮脇病院 草津市大路三丁目３－６ 077-562-5335 077-565-4043

滋賀県 守山市民病院 守山市守山四丁目１４番１号 077-582-5151 077-582-1480

滋賀県 済生会滋賀県病院 栗東市大橋２丁目４番１号 077-552-1221 077-553-8259

滋賀県 甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８番地 0748-86-3131 0748-86-4131

滋賀県 水口病院 甲賀市水口町本町2丁目2-43 0748-62-1212 0748-62-1215

滋賀県 ヴォーリズ記念病院 近江八幡市北之庄町４９２番地 0748-32-5211 0748-36-5412

滋賀県 青葉病院 東近江市青葉町１－３６ 0748-20-1110 0748-23-6261

滋賀県 近江温泉病院 東近江市北坂町９６６番地 0749-46-1125 0749-46-0265

滋賀県 神崎中央病院 東近江市五個荘清水鼻町９５ 0748-48-5558 0748-48-5556

滋賀県 東近江敬愛病院 東近江市八日市東本町８番１６号 0748-22-2222 0748-23-7157

滋賀県 東近江市立蒲生医療センター 東近江市桜川西町340 0748-55-1175 0748-55-1178

滋賀県 東近江市立能登川病院 東近江市猪子町１９１番地 0748-42-1333 0748-42-6571

滋賀県 日野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番１号 0748-53-1201 0748-53-1455

滋賀県 友仁山崎病院 彦根市竹ヶ鼻町８０番地 0749-23-1800 0749-23-1928



滋賀県 豊郷病院 犬上郡豊郷町八目１２番地 0749-35-3001 0749-35-2159

滋賀県 長浜市立湖北病院 長浜市木之本町黒田1221 0749-82-3315 0749-82-4877

滋賀県 今津病院 高島市今津町南新保８７番地１ 0740-22-2238 0740-22-5125

滋賀県 マキノ病院 高島市マキノ町新保１０９７番地 0740-27-0099 0740-27-1840

京都府
独立行政法人国立病院機構
宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町８ ０７５－４６１－５１２１０７５－４６４－００２７

京都府 京都府立医科大学附属病院 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５ ０７５－２５１－５１１１０７５－２１１－７０９３

京都府 京都第二赤十字病院 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町３５５－５ ０７５－２３１－５１７１０７５－２５６－３４５１

京都府 京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町５４ ０７５－７５１－３１１１０７５－７５１－６１５１

京都府 京都市立病院 京都市中京区壬生東高田町１－２ ０７５－３１１－５３１１０７５－３２１－６０２５

京都府 京都第一赤十字病院 京都市東山区本町１５丁目７４９ ０７５－５６１－１１２１０７５－５６１－６３０８

京都府
独立行政法人国立病院機構
京都医療センター

京都市伏見区深草向畑町１－１ ０７５－６４１－９１６１０７５－６４３－４３２５

京都府 済生会京都府病院 長岡京市今里南平尾８ ０７５－９５５－０１１１０７５－９５４－８２５５

京都府
独立行政法人国立病院機構
南京都病院

城陽市中芦原１１ ０７７４－５２－００６５０７７４－５５－２７６５

京都府 京都山城総合医療センター 木津川市木津駅前一丁目２７ ０７７４－７２－０２３５０７７４－７２－２１５５

京都府 公立南丹病院 南丹市八木町八木上野２５ ０７７１－４２－２５１００７７１－４２－２０９６

京都府
独立行政法人国立病院機構
舞鶴医療センター

舞鶴市字行永２４１０ ０７７３－６２－２６８００７７３－６３－５３３２

京都府
京都府立医科大学附属
北部医療センター

与謝郡与謝野町字男山４８１ ０７７２－４６－３３７１０７７２－４６－３３７１

兵庫県
県立総合リハビリテーションセン
ターリハビリテーション中央病院

兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 078-927-2727 078-925-9203

兵庫県 新須磨病院 兵庫県神戸市須磨区磯馴町４－１－６ 078-735-0001 078-735-0721

兵庫県 西神戸医療センター 兵庫県神戸市西区糀台５－７－１ 078-997-2200(5423) 078-993-3717

兵庫県 神戸大学医学部附属病院 兵庫県神戸市中央区楠町７－５－２ 078-382-5111 078-382-5899

兵庫県 県立塚口病院 兵庫県尼崎市南塚口町６－８－１７ 06-6429-5321 06-6422-7405

兵庫県 兵庫医科大学病院 兵庫県西宮市武庫川町１－１ 0798-45-6611 0798-45-6608

兵庫県 近畿中央病院 兵庫県伊丹市車塚３－１ 072-781-3712 072-781-9689

兵庫県 みきやまリハビリテーション病院 兵庫県三木市大塚１－５－８９ 0794-83-3316 0794-83-2158

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター 兵庫県加古川市神野町神野203 079-497-7000 079-438-3756

兵庫県 ツカザキ記念病院 兵庫県姫路市南車崎１－５－５ 0792-94-8555 0792-98-7722

兵庫県 製鐵記念広畑病院 兵庫県姫路市広畑区夢前町３－１ 0792-36-1038 0792-36-8570

兵庫県 姫路中央病院 兵庫県姫路市飾磨区三宅２－３６ 0792-35-7325 0792-35-4178

兵庫県 公立豊岡病院 兵庫県豊岡市立野町６－３５ 0796-22-6111（237） 0796-24-0596



兵庫県
県立西播磨総合リハビリテーション
センターリハビリテーション西播磨
病院

兵庫県たつの市新宮町光都1丁目7番1号 (0791)58-1050 (0791)58-1070

奈良県
独立行政法人 国立病院機構 奈良
医療センター

奈良市七条二丁目７８９番地 0742-45-4591 0742-45-4901

奈良県 市立奈良病院 奈良市東紀寺町１丁目５０番１号 0742-24-1251 0742-24-1259

奈良県
社会福祉法人 恩賜財団　済生会
奈良病院

奈良市八条四丁目６４３番地 0742-36-1881 0742-36-1880

奈良県 医療法人 拓生会 奈良西部病院 奈良市三碓町２１４３－１ 0742-51-8700 0742-51-8500

奈良県 奈良県立奈良病院 奈良市平松1丁目30番1号 0742-46-6001 0742-46-6030

奈良県 医療法人 新生会 高の原中央病院 奈良市右京１－３－３ 0742-71-1030 0742-71-0088

奈良県 財団法人 天理よろづ相談所病院 天理市三島町２００番地 0743-63-5611 0743-63-6837

奈良県 医療法人 平成記念病院 橿原市四条町８２７ 0744-29-3300 0744-29-3305

奈良県 医療法人 八甲会 潮田病院 吉野郡吉野町上市２１３５ 0746-32-3381 0746-32-1210

奈良県
特定医療法人 岡谷会 おかたに病
院

奈良市南京終町１丁目２５－１ 0742-63-7700 0742-63-7701

奈良県
特定医療法人 新仁会 奈良春日病
院

奈良市鹿野園町１２１２番地の１ 0742-24-4771 0742-27-5873

奈良県 医療法人 平和会 吉田病院 奈良市西大寺赤田町１丁目７番１号 0742-45-4601 0742-45-6846

奈良県 医療法人 青心会 郡山青藍病院 大和郡山市本庄町１番地の１ 0743-56-8000 0743-59-0022

奈良県 医療法人 厚生会 奈良厚生会病院 大和郡山市椎木町７６９－３ 0743-56-5678 0743-56-5752

奈良県
医療法人 友紘会 西大和リハビリ
テーション病院

北葛城郡上牧町上牧3238-6 0745-71-6688 0745-71-1111

奈良県 医療法人 友紘会 奈良友紘会病院 北葛城郡上牧町服部台５丁目２番１号 0745-78-3588 0745-76-8156

奈良県 医療法人 郁慈会 服部記念病院 北葛城郡上牧町上牧4244 0745-77-1333 0745-77-1340

奈良県 医療法人 健和会 奈良東病院 天理市中之庄町４７０ 0743-65-1771 0743-65-0849

奈良県 宇陀市立病院 宇陀市榛原区萩原815 0745-82-0381 0745-82-0654

奈良県 大和高田市立病院 大和高田市磯野北町１番１号 0745-53-2901 0745-53-7188

奈良県 医療法人 健生会 土庫病院 大和高田市日之出町１２番３号 0745-53-5471 0745-22-0517

奈良県 医療法人 桂会 平尾病院 橿原市兵部町６－２８ 0744-24-4700 0744-25-4672

奈良県 医療法人 弘仁会 南和病院 吉野郡大淀町福神１番地１８１ 0747-54-5800 0747-54-5700

奈良県 福西クリニック 吉野郡下市町新住１５５番地１ 0747-52-0550 0747-52-4964

奈良県 奈良県立五條病院 五條市野原西5丁目2番59号 0747-22-1112 0747-22-2103

和歌山県 済生会和歌山病院 和歌山市十二番丁45 073-424-5185 073-425-6485

和歌山県 福外科病院 和歌山市和歌浦東3-5-31 073-445-3101 073-445-4660

和歌山県 和歌浦中央病院 和歌山市塩屋6-2-70 073-444-1600 073-446-2655

和歌山県 和歌山生協病院 和歌山市有本143-1 073-471-7711 073-474-2387



和歌山県 中江病院 和歌山市船所30-1 073-451-0222 073-451-0837

和歌山県 和歌山労災病院 和歌山市木ノ本93-1 073-451-3181 073-452-7171

和歌山県 河西田村病院 和歌山市島橋東ノ丁1番11号 073-455-1015 073-453-2359

和歌山県 橋本病院 和歌山市堀止南ノ丁4番31号 073-426-3388 073-424-7953

和歌山県 田中内科医院 和歌山市秋葉町7-28 073-447-0222 073-447-3444

和歌山県 きのしたクリニック 和歌山市祢宜970-1 073-465-3777 073-477-5500

和歌山県 上林神経内科クリニック 和歌山市布引652-6 073-447-3111 073-447-3111

和歌山県 青木整形外科 和歌山市布引763-8 073-446-2110 073-446-2135

和歌山県 武用整形外科 和歌山市鳴神1005 073-473-5000 073-474-4875

和歌山県 山本クリニック 海南市名高506-4 073-482-4346 073-482-0882

和歌山県 海南医療センター 海南市日方1522-1 073-482-4521 073-482-9551

和歌山県 国保野上厚生総合病院 海草郡紀美野町小畑198 073-489-2178 073-489-5639

和歌山県 さくらクリニック 海南市名高140-1 073-484-5001 073-484-5002

和歌山県 富田病院 岩出市紀泉台2 0736-62-1522 0736-62-5379

和歌山県 名手病院 紀の川市名手市場294 0736-75-5252 0736-75-2111

和歌山県 紀和病院 橋本市岸上18-1 0736-33-5000 0736-34-2614

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院紀北分院 伊都郡かつらぎ町妙寺219 0736-22-0066 0736-22-2579

和歌山県 訪問クリニック中塚 橋本市市脇1-2-1　サンツモリビル4F西 0736-34-0466 0736-37-2380

和歌山県 山本病院 橋本市東家6-7-26 0736-32-8899

和歌山県 有田市立病院 有田市宮崎町6 0737-82-2151 0737-82-4343

和歌山県 有田南病院 有田郡有田川町小島15 0737-52-3730 0737-52-6860

和歌山県 栗原整形外科 有田市初島町里1702 0737-82-5645 0737-82-2594

和歌山県 中野内科・胃腸科 有田郡有田川町下津野275-1 0737-52-6200 0737-53-2027

和歌山県 北出病院 御坊市湯川町財部728-4 0738-22-2188 0738-22-2166

和歌山県 西本医院 御坊市島174-13 0738-22-0456 0738-23-5654

和歌山県 紀南病院 田辺市新庄町46-70 0739-22-5000 0739-26-0925

和歌山県 紀南こころの医療センター 田辺市たきない町25-1 0739-22-2080 0739-22-9440

和歌山県 白浜はまゆう病院 西牟婁郡白浜町1447 0739-43-6200 0739-43-7891

和歌山県 丸笹外科内科 西牟婁郡白浜町日置981 0739-52-3636 0739-52-3970

和歌山県 成和脳神経内科医院 田辺市芳養松原2-15-17 0739-26-5366 0739-26-5377



和歌山県 竹村医院 田辺市東山1-3-8 0739-26-6700 0739-26-7444

和歌山県 潮岬病院 東牟婁郡串本町潮岬417 0735-62-0888 0735-62-4694

和歌山県 中根医院 東牟婁郡古座川町高池10-3 0735-72-2822 0735-72-2818

和歌山県 覚前医院 東牟婁郡串本町和深838 0735-67-0077 0735-67-0365

和歌山県 新宮市立医療センター 新宮市蜂伏18-7 0735-31-3333 0735-31-3337

和歌山県 熊野路クリニック 新宮市緑ヶ丘2-1-20 0735-21-2110 0735-23-0380

鳥取県 独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター鳥取県鳥取市三津876 0857-59-1111 0857-59-1589

鳥取県 鳥取県立中央病院 鳥取県鳥取市江津730 0857-26-2271 0857-29-3227

鳥取県 鳥取市立病院 鳥取県鳥取市的場1丁目1番地 0857-37-1522 0857-37-1553

鳥取県 鳥取赤十字病院 鳥取県鳥取市尚徳町117 0857-24-8111 0857-22-7903

鳥取県 鳥取県立厚生病院 鳥取県倉吉市東昭和町150番地 0858-22-8181 0858-22-1350

鳥取県 独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院鳥取県米子市皆生新田1-8-1 0859-33-8181 0859-22-9651

島根県 松江赤十字病院 松江市母衣町２００ 0852-24-2111 0852-31-9783

島根県 松江市立病院 松江市乃白町３２－１ 0852-60-8000 0852-60-8005

島根県 総合病院松江生協病院 松江市西津田８丁目８－８ 0852-23-1111 0852-26-4104

島根県 玉造厚生年金病院 松江市玉湯町湯町１－２ 0852-62-1560 0852-62-2546

島根県 安来市立病院 安来市広瀬町広瀬１９３１ 0854-32-2121 0854-32-2125

島根県 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 0854-43-2390 0854-43-2398

島根県 平成記念病院 雲南市三刀屋町三刀屋１２９４－１ 0854-45-5111 0854-45-5114

島根県 出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町６１３ 0853-63-5111 0853-63-4228

島根県 出雲徳洲会病院 出雲市斐川町直江３９６４－１ 0853-73-7000 0853-73-7077

島根県 大田市立病院 大田市大田町吉永１４２８－３ 0854-84-7571 0854-84-7827

島根県 国立病院機構浜田医療センター 浜田市浅井町７７７－１２ 0855-25-0505 0855-28-7070

島根県 公立邑智病院 邑智郡邑南町中野３８４８－２ 0855-95-2111 0855-95-2313

島根県 益田赤十字病院 益田市乙吉町イ１０３－１ 0856-22-1480 0856-22-3991

島根県 津和野共存病院 鹿足郡津和野町森村ロ１４１ 0856-72-0660 0856-72-0774

島根県 隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐郡隠岐の島町城北町３５５ 08512-2-1356 08512-2-6149

岡山県 岡山県済生会総合病院 岡山市伊福町一丁目17-18 086-252-2211 086-255-2224

岡山県 岡山赤十字病院 岡山市青江二丁目1-1 086-222-8811 086-222-8841

岡山県 落合病院 真庭市落合垂水251 0867-52-1133 0867-52-1160



岡山県 津山中央病院 津山市二階町71 0868-21-8111 0868-21-8201

岡山県 高梁中央病院 高梁市南町53 0866-22-3636 0866-22-0536

岡山県
独立行政法人　国立病院機構
南岡山医療センター

都窪郡早島町早島4066 086-482-1121 086-482-3883

岡山県 川崎医科大学附属病院 倉敷市松島577 086-462-1111 086-462-1199

岡山県 倉敷中央病院 倉敷市美和一丁目1-1 086-422-0210 086-421-3424

岡山県
独立行政法人　国立病院機構
岡山医療センター

岡山市田益1711-1 086-294-9911 086-294-9255

岡山県 倉敷成人病センター 倉敷市白楽町250 086-422-2111 086-422-4150

岡山県 川崎医科大学附属　川崎病院 岡山市中山下二丁目1-80 086-225-2111 086-232-8343

広島県 広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町１－９－６ 082-241-3111 082-246-0676

広島県 呉共済病院 呉市西中央２－３－２８ 0823-22-2111 082-25-4752

広島県 国立病院機構東広島医療センター 東広島市西条町寺家５１３ 082-423-2176 082-422-4675

広島県 寺岡記念病院 福山市新市町新市３７ 0847-52-3140 0847-52-2705

広島県 ビハーラ花の里病院 三次市山家町６０５－２０ 0824-62-7700 0824-62-7709

広島県 広島市立広島市民病院 広島市中区基町７－３３ 082-221-2291 082-223-5514

広島県 槙坪病院 広島市東区光町１－１４－２ 082-263-5788 082-263-5820

広島県 県立広島病院 広島市南区宇品神田１－５－５４ 082-254-1818 082-253-8274

広島県 光仁会梶川病院 広島市西区天満町８－７ 082-231-1131 082-231-8866

広島県 広島市立安佐市民病院 広島市安佐北区可部南２－１－１ 082-815-5211 082-814-1791

広島県 厚生連廣島総合病院 廿日市市地御前１－３－３ 0829-36-3111 0829-36-5573

広島県 国立病院機構呉医療センター 呉市青山町３－１ 0823-22-3111 0823-21-0478

広島県 清幸会土肥病院 三原市城町１－１４－１４ 0848-64-1212 0848-64-7395

広島県 尾道市立市民病院 尾道市新高山３－１１７０－１７７ 0848-47-1155 0848-47-1004

広島県 JA尾道総合病院 尾道市平原１－１０－２３ 0848-22-8111 0848-23-3214

広島県 公立みつぎ総合病院 尾道市御調町市１２４ 0848-76-1111 0847-76-1112

広島県 公立世羅中央病院 世羅郡世羅町本郷９１８－３ 0847-22-1127 0847-22-3785

広島県 日本鋼管福山病院 福山市大門町津之下１８４４ 084-945-3106

広島県 玄同会小畠病院 福山市駅家町上山守２０３ 084-976-1351 084-976-6309

山口県 社会保険下関厚生病院 下関市上新地町3-3-8 083-231-5811 083-223-3077

山口県 国立病院機構岩国医療センター 岩国市愛宕町1-1-1 0827-34-1000 0827-35-5600

山口県 国立病院機構柳井医療センター 柳井市大字伊保庄95 0820-27-0211 0820-27-1004



山口県 綜合病院社会保険徳山中央病院 周南市孝田町1-1 0834-28-4411 0834-29-2579

山口県 山口県立総合医療センター 防府市大字大崎77 0835-22-4411 0835-22-5745

山口県 綜合病院山口赤十字病院 山口市八幡馬場53-1 083-923-0111 083-925-1474

山口県 小野田赤十字病院 山陽小野田市須恵東 0836-88-0221 0836-88-2733

山口県 厚生連長門総合病院 長門市東深川85 0837-22-2220 0837-22-6542

徳島県 徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50番地の1 088-631-3111 088-633-7009

徳島県 徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32番 088-683-0011 088-683-1860

徳島県 徳島市民病院 徳島市北常三島町2丁目34番地 088-622-5121 088-622-5583

徳島県 徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1丁目10-3 088-631-7151 088-631-8354

徳島県 伊月病院 徳島市徳島町2丁目54番地 088-622-1117 088-622-1158

徳島県 博愛記念病院 徳島市勝占町惣田9 088-669-2166 088-669-3362

徳島県 麻植協同病院 吉野川市鴨島町鴨島252 0883-24-2101 0883-24-4167

徳島県 徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノ口103番地 0885-32-2555 0885-32-6350

徳島県 阿南共栄病院 阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ36 0884-44-3131 0884-44-4179

徳島県 徳島県立海部病院 海部郡牟岐町大字中村字本村75の1 0884-72-1166 0884-72-2383

徳島県 つるぎ町立半田病院 美馬郡つるぎ町半田字中藪234-1 0883-64-3145 0883-64-4138

徳島県 徳島県立三好病院 三好市池田町シマ815-2 0883-72-1131 0883-72-6910

徳島県 三好市国民健康保険市立三野病院 三好市三野町芝生1270番地30 0883-77-2323 0883-77-3622

香川県 香川県立中央病院 高松市番町5丁目4-16 087-835-2222 087-834-8363

香川県 香川大学医学部附属病院 木田郡三木町池戸1750-1 087-891-2156 087-891-2158

香川県 高松赤十字病院 高松市番町4丁目1-3 087-831-7101 087-834-7809

香川県 さぬき市民病院 さぬき市寒川町石田東甲387-1 0879-43-2521 0879-43-6469

香川県 医療法人社団　南医院 さぬき市昭和3347-1 0879-52-2171 0879-52-2671

香川県 香川県立白鳥病院 東かがわ市松原963 0879-25-4154 0879-25-5410

香川県 医療法人社団　聖心会　阪本病院 東かがわ市川東103-1 0879-25-1121 0879-25-1122

香川県 内海病院 小豆郡小豆島町片城甲44-95 0879-82-2121 0879-82-2125

香川県 土庄町国民健康保険土庄中央病院 小豆郡土庄町渕崎甲1400-2 0879-62-1211 0879-62-5741

香川県 高松市民病院 高松市宮脇町二丁目36番１号 087-834-2181 087-834-0777

香川県 社会保険　栗林病院 高松市栗林町三丁目5番9号 087-862-3171 087-837-1427

香川県  医療法人社団ジーアンドケー　五番丁病院 高松市番町2-4-16 087-822-3331 087-823-3275



香川県 医療法人社団　仁樹会　オサカ病院 高松市香川町大字浅野272 087-889-0703 087-889-6539

香川県 ＫＫＲ高松病院 高松市天神前4番18号 087-861-3261 087-861-0793

香川県 高松市民病院附属香川診療所 高松市香川町大字浅野1260 087-879-2066 087-879-2077

香川県 きゅうか内科クリニック 高松市木太町9区551-1 087-869-2200 087-869-2220

香川県 大西内科クリニック 高松市屋島西町2490-18 087-818-0765 087-818-0785

香川県 医療法人社団　博仁会　キナシ大林病院 高松市鬼無町藤井435-1 087-881-3631 087-881-3867

香川県 医療法人社団耕彩会　三条山下内科医院 高松市三条町504-1 087-867-1201 087-868-0501

香川県 香川医療生活協同組合　高松平和病院 高松市栗林町1-4-1 087-833-8113 087-831-1254

香川県 木村内科呼吸器科医院 高松市高松町2310-2 087-841-0033 087-841-0031

香川県 高松市民病院塩江分院 高松市塩江町安原上東99番地1 087-893-0031 087-893-0104

香川県 医療法人社団　慈風会　在宅診療　敬二郎クリニック 高松市番町5丁目6－26 087-812-3109 087-812-3106

香川県 あさひクリニック 高松市福岡町4－28－30 087-851-0280 087-887-0179

香川県 綾川町国民健康保険　陶病院 綾歌郡綾川町大字陶5779 087-876-1185 087-876-3795

香川県 総合病院　坂出市立病院 坂出市文京区1丁目6-43 0877-46-5131 0877-46-2377

香川県  独立行政法人労働者健康福祉機構　　香川労災病院 丸亀市城東町3丁目3-1 0877-23-3111 0877-24-1147

香川県  独立行政法人国立病院機構　　善通寺病院 善通寺市仙遊町2丁目1-1 0877-62-2211 0877-62-1601

香川県  香川県厚生農業協同組合連合会　　滝宮総合病院 綾歌郡綾川町滝宮486 087-876-1145 087-876-1302

香川県 医療法人社団大樹会　総合病院回生病院 坂出市室町三丁目5番28号 0877-46-1011 0877-45-4610

香川県 医療法人財団圭良会　永生病院 仲多度郡まんのう町買田221-3 0877-73-3300 0877-73-3202

香川県 香川県立丸亀病院 丸亀市土器町東9丁目291 0877-22-2131 0877-22-7804

香川県 医療法人社団　田村クリニック 丸亀市幸町1丁目5番5号 0877-22-8391 0877-22-8392

香川県 三豊総合病院 観音寺市豊浜町姫浜708 0875-52-3366 0875-52-4936

香川県 三豊市立西香川病院 三豊市高瀬町比地中2986-3 0875-72-5121 0875-72-2192

香川県 医療法人社団　豊南会　香川井下病院 観音寺市大野原町花稲818番地1 0875-52-2215 0875-52-5848

香川県 医療法人社団　和風会　橋本病院 三豊郡山本町財田西902-1 0875-63-3311 0875-63-2651

高知県 高知県立あき総合病院 安芸市宝永町１－３２ ０８８７－３４－３１１１０８８７－３４－２６８７

高知県 南国病院 南国市大埇１４７９ー３ ０８８－８６４－３１３７０８８－８６３－３０７０

高知県 近森病院 高知市大川筋１丁目１－１６ ０８８－８２２－５２３１０８８－８７２－３０５９

高知県 いずみの病院 高知市薊野北町２丁目１０－５３ ０８８－８２６－５５１１０８８－８２６－５５１０

高知県 島本病院 高知市帯屋町２丁目６−３ ０８８－８７３－６１３１０８８－８０２－３６１３



高知県 須崎くろしお病院 須崎市緑町４－３０ ０８８９－４３－２１２１０８８９－４２－１５８２

高知県 高知県立幡多けんみん病院 宿毛市山奈町芳奈３－１ ０８８０－６６－２２２２０８８０－６６－２１１１

高知県 室戸病院 室戸市元甲４３５－６
０８８７－２３－２３４
５

０８８７－２４－２００３

高知県 田野病院 安芸郡田野町１４１４－１
０８８７－３８－７１１
１

０８８７－３８－５５６８

高知県 森澤病院 安芸市本町２丁目１３－３２ ０８８７－３４－１１５５ ０８８７－３４－１１５７

高知県 つつい脳神経外科 安芸市本町２丁目２－１ ０８８７－３４－０２２１ ０８８７－３４－０２２３

高知県 野市中央病院 香南市野市町東野５５５－１８  ０８８７－５５－１１０１ ０８８７－５５－０１７７

高知県 鈴木内科 香南市野市町みどり野１－６４ ０８８７－５５－３０３０ ０８８７－５４－４１２２

高知県 本山町国民健康保険嶺北中央病院 長岡郡本山町本山６２０ ０８８７－７６－２４５００８８７－７６－２４５３

高知県 前田メディカルクリニック 香我美町香北町見良布１５１６－３ ０８８７－５７－３８１１ ０８８７－５９－２００３

高知県 高知記念病院 高知市城見町４－１３ ０８８－８８３－４３７７ ０８８－８８２－６２６１

高知県 愛宕病院 高知市愛宕町１丁目４－１３ ０８８－８２３－３３０１ ０８８－８２３－３３０６

高知県 国吉病院 高知市上町１丁目３－４ ０８８－８７５－０２３１ ０８８－８２３－１０９２

高知県 細木ユニティ病院 高知市西町１００ ０８８－８２２－７２１１ ０８８－８２５－０９１５

高知県 くすのせクリニック 高知市福井町８２４－５ ０８８－８７２－２１２１０８８－８７２－２１２１

高知県 潮江高橋病院 高知市土居町９－１８ ０８８－８３３－２７００ ０８８－８３２－７６４８

高知県 ながの内科クリニック 高知市新田町１４－３１ ０８８－８３７－１２３３ ０８８－８３１－３３００

高知県 吉村神経内科リハビリクリニック 高知市百石町２丁目２－１ ０８８－８３２－６４３１ ０８８－８３２－６４３２

高知県 いの町国民健康保険仁淀病院 吾川郡いの町１３６９ ０８８－８９３－１５５１ ０８８－８９３－４８９２

高知県 関田病院 吾川郡いの町３８６４－１ ０８８－８９３－００４７ ０８８－８９３－１２５０

高知県 佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ ０８８９－２２－１１６６ ０８８９－２２－７４１４

高知県 前田病院 高岡郡越知町越知甲２１３３  ０８８９－２６－１１７５ ０８８９－２６－２６０３

高知県 北島病院 高岡郡越知町越知甲１６６２ ０８８９－２６－０４３２ ０８８９－２６－３６００

高知県 仁淀川町国保大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎３００ ０８８９－３５－０２１１ ０８８９－３５－０００８

高知県 ちひろ病院 須崎市中町１－６－２５ ０８８９－４２－２５３０ ０８８９－４２－２５３２

高知県 国民健康保険梼原病院 高岡郡梼原町川西路２３２０－１ ０８８９－６５－１１５１ ０８８９－６５－１１５２

高知県 大西病院 高岡郡四万十町古市町６－１２  ０８８０－２２－１１９１ ０８８０－２２－１２５０

高知県 くぼかわ病院 高岡郡四万十町見付９０２－１ ０８８０－２２－１１１１ ０８８０－２２－１１６６

高知県 四万十市立市民病院 四万十市中村東町１丁目１－２７
０８８０－３４－２１２
６

０８８０－３４－１８６１

高知県 中村病院 四万十市中村小姓町７５
０８８０－３４－３１７
７

０８８０－３４－７３１８



高知県 竹本病院 四万十市右山１９７３－２ ０８８０－３５－４１５１０８８０－３５－４１５５

高知県 大野内科 四万十市渡川１丁目１－３
０８８０－３７－５２８
１

０８８０－３７－１４７８

高知県 森下病院 四万十市中村一条通り2丁目４４
０８８０－３４－２０３
０

０８８０－３４－６９５２

高知県 大月町国民健康保険大月病院 幡多郡大月町鉾土６０３
０８８０－７３－１３０
０

０８８０－７３－１４４８

福岡県 九州大学病院 福岡市東区馬出３丁目１-１ 092-642-5340 092-642-5352

福岡県 福岡大学病院 福岡市城南区大字七隈７-４５-１ 092-801-1011 092-865-7900

福岡県 浜の町病院 福岡市中央区舞鶴３丁目５-２７ 092-721-0831 092-714-3262

福岡県 久留米大学病院 久留米市旭町６７ 0942-31-7560 0942-31-7703

福岡県 大牟田天領病院 大牟田市天領町1丁目100番地 0944-54-8482 0944-52-2351

福岡県 国立病院機構大牟田病院 大牟田市橘1044-1 0944-58-1122 0944-58-6804

福岡県 九州労災病院 北九州市小倉南区葛原高松1丁目3-1 093-471-1121 093-473-0627

福岡県 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ｹ丘１-１ 093-603-1617 093-603-1617

福岡県 浅木病院 遠賀郡遠賀町浅木２-30-1 093-293-7211 093-293-1345

福岡県 飯塚病院 飯塚市芳雄町３-８３ 0948-22-3800 0948-29-5744

福岡県 鞍手町立病院 鞍手郡鞍手町大字中山２４３７-１ 0949-42-1231 0949-42-4391

福岡県 貝塚病院 福岡市東区箱崎7-7-27 092-632-3333 092-632-2230

福岡県 八木病院 福岡市東区馬出２-２１-２５ 092-651-0022 092-631-1919

福岡県 福岡輝栄会病院 福岡市東区千早5-11-5 092-681-3115 092-681-3972

福岡県 医)誠和会牟田病院 福岡市早良区干隈3-9-1 092-865-2211 092-865-5556

福岡県 医)江頭会さくら病院 福岡市城南区片江4-16-15 092-864-1212 092-864-1212

福岡県 福岡逓信病院 福岡市中央区薬院2-6-11 092-741-8452 092-781-2563

福岡県 あすか神経内科クリニック 福岡市中央区唐人町5-1ﾓﾝﾃﾝﾋﾞﾙ２階 092-736-5540 092-736-5541

福岡県 済生会福岡総合病院 福岡市中央区天神１丁目３番４６号 092-771-8151 092-716-0185

福岡県 西福岡病院 福岡市西区生の松原3-18-8 092-881-1331 092-882-6882

福岡県 村上華林堂病院 福岡市西区戸切2－14－45 092-811-3331 092-812-2161

福岡県 今津赤十字病院 福岡市西区今津377 092-806-2111 092-806-2314

福岡県 千鳥橋病院 福岡市博多区千代5-18-1 092-641-2761 092-651-2025

福岡県 ながら医院 福岡市博多区東比恵3-20-1 092-411-2358 092-411-2557

福岡県 原土井病院 福岡市博多区青葉6-40-8 092-691-3881 092-691-1059

福岡県 友愛病院 福岡市博多区住吉1-1-5 092-271-3221 092-271-3229



福岡県 新吉塚病院 福岡市博多区吉塚本町13-17-6-29 092-621-3706 092-622-8752

福岡県 寺澤病院 福岡市南区市崎1-14-11 092-521-1381 092-526-3635

福岡県 夫婦石病院 福岡市南区檜原853-9 092-566-7061 092-566-7065

福岡県 那珂川病院 福岡市南区向新町2-17-17 092-565-3531 092-566-6460

福岡県 国立病院機構福岡病院 福岡市南区屋形原4-39-1 092-565-5534 092-566-0702

福岡県 国立病院機構福岡東医療センター 古賀市千鳥１-１-１ 092-943-2331 092-943-8775

福岡県 北九州古賀病院 古賀市千鳥２－１２－１ 092-942-4131 092-943-9622

福岡県 糸島医師会病院 糸島市大字浦志５３２-１ 092-322-3631 092-322-1206

福岡県 医)文佑会　原病院 大野城市白木原5-1-15 092-581-1631 092-571-2020

福岡県 愛心会二日市病院 筑紫野市二日市中央4丁目8番25号 092-922-2531 092-922-2532

福岡県 よこみぞ医院 筑紫野市大字立明寺506-5 092-921-5001 092-921-5002

福岡県 別府内科クリニック 太宰府市五条2-5-20 092-918-5055 092-918-5066

福岡県 岡部病院 春日市大谷１丁目７３番 092-573-5885 092-573-9782

福岡県 栄光病院 糟屋郡志免町別府23 092-935-0147 092-936-3370

福岡県 正信会水戸病院 糟屋郡須恵町大字旅石115-483 092-935-3755 092-935-6626

福岡県 若杉病院 糟屋郡篠栗町大字田中275 092-947-0511 092-947-1552

福岡県 三野原病院 糟屋郡篠栗町金出３５５３番地 092-947-0040 092-947-1011

福岡県 済生会二日市病院 筑紫野市湯町3丁目13番1号 092-923-1551 092-924-5210

福岡県 秋本病院 福岡市中央区警固１－８－３ 092-771-6361 092-771-9984

福岡県 丸山病院 小郡市山隈字弥八郎273-11 0942-73-0011 0942-73-0014

福岡県 久留米総合病院 久留米市櫛原町２１ 0942-33-1211 0942-32-0113

福岡県 久留米リハビリテーション病院 久留米市山本町豊田１８８７ 0942-43-8033 0942-45-0388

福岡県 聖マリア病院 久留米市津福本町４２２ 0942-35-3322 0942-34-3115

福岡県 古賀病院21 久留米市宮の陣3-3-8 0942-38-3333 0942-38-3324

福岡県 田主丸中央病院 久留米市田主丸町大字益生田８９２ 09437-2-2460 09437-2-3293

福岡県 筑後市立病院 筑後市大字和泉５８７ 0942-53-7511 0942-53-7515

福岡県 公立八女総合病院 八女市大字高塚５４０-２ 0943-23-4131 0943-22-5254

福岡県 柳川リハビリテーション病院 柳川市大字上宮永町西本田１１３-２ 0944-72-0001 0944-72-1127

福岡県 平和クリニック 三井郡大刀洗町高樋2499-21　 0942-77-1307

福岡県 北九州津屋崎病院 福津市渡１６９3 0940-52-0034 0940-52-2779



福岡県 宗像水光会総合病院 福津市上西郷３４１-１ 0940-34-3111 0940-43-5981

福岡県 宮城病院 福津市上西郷392-1 0940-43-7373 094043-7376

福岡県 摩利支病院 宗像市東郷880-1 0940-36-4150 0940-36-4152

福岡県 大原病院 行橋市宮市町２-５ 0930-23-2345 0930-22-6206

福岡県 矢津内科消化器科クリニック 行橋市行事７－１９－６ 0930-22-2524 0930-22-2878

福岡県 花野外科医院 遠賀郡遠賀町大字今古賀６２５ 093-293-5151 093-293-5152

福岡県 健愛記念病院 遠賀郡遠賀町大字木守１１９１ 093-293-7090 093-293-2022

福岡県 小波瀬病院 京都郡苅田町大字新津１５９８ 09302-4-5211 0930-22-4416

福岡県 東病院 築上郡吉富町大字広津５９３-１ 0979-22-2219 0979-22-2216

福岡県 小倉到津病院 北九州市小倉北区下到津5-10-31 093-571-0077 093-581-5881

福岡県 松永脳神経外科クリニック 北九州市小倉北区下到津5-8-24 093-591-1101 093-591-3355

福岡県 霧ヶ丘 つだ病院 北九州市小倉北区霧ヶ丘３丁目９－２０ 093-921-0438 093-921-5988

福岡県 新栄会病院 北九州市小倉北区弁天町12-11 093-571-0086 093-571-0033

福岡県 あさひ松本病院 北九州市小倉南区津田5-1-5 093-474-3358 093-474-3352

福岡県 小倉愛和病院 北九州市小倉南区長野東町7-45 093-473-1010 093-473-7926

福岡県 渋江医院 北九州市小倉南区中吉田3-20-1 093-471-7146 093-471-7146

福岡県 慈恵曽根病院 北九州市小倉南区沼本町4-2-19 093-471-2881 093-473-2921

福岡県 川沢医院 北九州市小倉南区下城野2-4-3 093-952-6060 093-952-6116

福岡県 細川内科・神経内科クリニック 北九州市門司区東本町1-4-12 093-321-3509 093-321-3518

福岡県 北九州市立門司病院 北九州市門司区南本町3-1 093-381-3581 093-372-2945

福岡県 北川内科クリニック 北九州市八幡西区割子川１－２－２５ 093-613-8088 093-613-8088

福岡県 東筑病院 北九州市八幡西区大字永犬丸1855-1 093-603-0111 093-691-4831

福岡県 浜崎病院 北九州市八幡西区小嶺台1-1-15 093-613-1919 093-613-1929

福岡県 八幡西病院 北九州市八幡西区小嶺台1-16-23 093-613-2121 093-613-2166

福岡県 永田外科内科病院 北九州市八幡西区本城1-20-20 093-602-1555 093-602-1786

福岡県 太平メディカルケア病院 北九州市八幡西区大平3-14-7 093-614-2101 093-614-2105

福岡県 青葉台病院 北九州市若松区青葉台東1-1-1 093-742-1666 093-742-1668

福岡県 小倉リハビリテーション病院 北九州市小倉北区篠崎１－５－１ 093-581-0668 093-581-3319

福岡県 医)共愛会　戸畑共立病院 北九州市戸畑区明治町1-25 093-871-5421 093-871-5499

福岡県 手島内科医院 北九州市若松区今光1丁目10-5 093-791-0909 093-791-0981



福岡県 高尾クリニック 北九州市八幡西区岡田町２ー２０ 093-641-1501 093-622-5102

福岡県 陽明会御所病院 京都郡苅田町大字新津１４００ 0930-26-4311 0930-26-0711

福岡県 宮田病院 宮若市本城１６３６ 0949-32-3230 0949-32-3273

福岡県 川崎町立病院 田川郡川崎町大字川崎２４３０-１ 0947-73-2171 0947-72-3508

福岡県 田川新生病院 田川市夏吉3638番地 0947-42-2323 0947-42-2324

福岡県
柴田みえこ内科・神経内科クリニッ
ク

飯塚市鶴三緒１５４７－１０ 0948-21-0011 0948-21-0088

佐賀県 佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町大字中原４００ 0952-24-2171 0952-29-9390

佐賀県 医療法人社団如水会　今村病院 鳥栖市轟木町１５２３－６ 0942-82-5550 0942-85-2190

佐賀県 医療法人松籟会　河畔病院 唐津市松南町１１９－２ 0955-77-2611 0955-77-2722

佐賀県 伊万里有田共立病院 西松浦郡有田町立部乙２４８５番地３ 0955-46-2121 0955-46-2123

佐賀県 医療法人静便堂　白石共立病院 杵島郡白石町福田１２９６番地 0952-84-6060 0952-84-6711

長崎県 日本赤十字社　長崎原爆病院 長崎市茂里町３－１５ 095-847-1511 095-847-8036

長崎県 長崎みなとメディカルセンター市民病院 長崎市新地町６－３９ 095-822-3251 095-826-8798

長崎県 長崎北病院 長崎市滑石５－４－６１ 095-857-0001 095-857-5821

長崎県 十善会病院 西彼杵郡時津町元村８００ 095-886-8700 095-886-8701

長崎県 健康保険諫早総合病院 諫早市永昌東町２４－１ 0957-22-1380 0957-22-1184

長崎県 貴田神経内科・呼吸器科・内科病院 島原市有明町大三東戊７９０－２ 0957-68-0040 0957-68-0224

長崎県 国立病院機構長崎医療センター 大村市久原２－１００１－１ 0957-52-3121 0957-54-0292

長崎県 長崎県対馬いづはら病院 対馬市厳原町厳原東里３０３－１ 09205-2-1910 09205-2-1901

長崎県 佐世保共済病院 佐世保市島地町１０－１７ 0956-22-5136 0956-25-0662

長崎県 佐世保市立総合病院 佐世保市平瀬町９－３ 0956-24-1515 0956-22-4641

長崎県 長崎労災病院 佐世保市瀬戸越町２－１２－５ 0956-49-2191 0956-49-2358

長崎県 佐世保中央病院 佐世保市大和町１５ 0956-33-7151 0956-33－8557

長崎県 北松中央病院 佐世保市江迎町赤坂２９９ 0956-65-3101 0956-65-2124

長崎県 長崎県五島中央病院 五島市吉久木町２０５ 0959-72-3181 0959-72-2881

長崎県 長崎県上五島病院
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９
－１１

0959-52-3000 0959-52-2981

長崎県  医療法人社団昭成会岩永医院 長崎市平和町8-7 095-845-8666 095-845-8677

長崎県  NTT西日本長崎病院 長崎市大浦町10-40 095-828-9781 095-828-9703

長崎県  医療法人耕雲会おおつる内科 長崎市中町5-27 095-827-1222 095-827-0023

長崎県  医療法人奥内科・循環器科医院 長崎市西山2-10-10 095-822-5355 095-826-0601



長崎県  医療法人財団健友会上戸町病院 長崎市上戸町4-2-20 095-879-0705 095-879-3756

長崎県  医療法人恵会光風台病院 長崎市鳴見台2-45-20 095-850-0001 095-850-1010

長崎県  独立行政法人国立病院機構長崎病院 長崎市桜木町6-41 095-823-2261 095-828-2616

長崎県  医療法人後藤会ながさき内科・リウマチ科病院 長崎市油屋町1-21 095-822-3151 095-821-1562

長崎県 医療法人医新会出島病院 長崎市出島町12-23 095-822-2323 095-822-8855

長崎県  医療法人徳洲会長崎北徳洲会病院 長崎市滑石1-12-5 095-857-3000 095-856-3079

長崎県 長崎市立病院成人病センター 長崎市淵町20-5 095-861-1111 095-861-8295

長崎県  医療法人緑風会長崎みどり病院 長崎市富士見町18-24 095-833-1350 095-862-0200

長崎県  はざま神経内科・内科医院 長崎市中川町1-11-28 095-822-4877 095-822-4882

長崎県  松元クリニック 長崎市新地町5-4 095-811-1035 095-811-1036

長崎県  三菱重工業株式会社長崎造船所病院 長崎市飽の浦町1-73 095-828-4805 095-828-4815

長崎県  三島内科医院 長崎市上戸町2-8-10 095-878-2121 095-878-2199

長崎県  医療法人社団春秋会南長崎クリニック 長崎市松ヶ枝町3-20 095-827-3606 095-827-3561

長崎県  和仁会病院 長崎市中里町96 095-839-2051 095-837-1230

長崎県  伊王島町国民健康保険直営診療所 長崎市伊王島町2-846-6 095-898-2300 095-898-2300

長崎県  医療法人おにつか内科・消化器科 長崎市為石2525-3 095-892-0823 095-892-0823

長崎県  神浦診療所 長崎市神浦江川町554 0959-24-0180 0959-24-0180

長崎県  カリタス中央診療所 長崎市新牧野町 0959-25-0741 0959-25-0323

長崎県  医療法人財団健友会香焼民主診療所 長崎市香焼町501 095-871-0265 095-871-3398

長崎県  田浦医院 長崎市琴海町西海郷1743 095-884-1875 095-884-1875

長崎県  長崎友愛病院 長崎市蚊焼町2314-1 095-892-0630 095-892-7774

長崎県 長崎市野母崎診療所 長崎市野母町2283-7 095-893-1100 095-893-1101

長崎県  羽野内科 長崎市上黒崎町20 0959-25-1500 0959-25-1501

長崎県  朝長医院 長崎市琴海町長浦郷2583 095-885-2722 095-885-2514

長崎県 医療法人社団健昌会新里クリニック浦上 長崎市茂里町3-20 095-813-1234 095-813-1560

長崎県 田村内科神経内科油木坂クリニック 長崎市油木町8-48 095-845-5314 095-848-4255

長崎県  医療法人社団アイケン医院 佐世保市上本山町1059 0956-40-8488 0956-40-8491

長崎県  愛生会病院 佐世保市中里町342-3 0956-47-6070 0956-47-6069

長崎県  石坂脳神経外科 佐世保市卸本町30-42 0956-34-0606 0956-34-0644

長崎県  医療法人翠山会いちょうクリニック 佐世保市赤崎町298 0956-26-8181 0956-28-2524



長崎県  医療法人おおつぼ内科クリニック 佐世保市相生町2-5 0956-25-0888 0956-25-0882

長崎県  医療法人是心会久保内科病院 佐世保市田原町11-9 0956-49-3377 0956-49-3749

長崎県  小西外科脳神経外科 佐世保市天満町3-1 0956-22-2387 0956-23-9284

長崎県  医療法人佐世保同仁会サンレモリハビリ病院 佐世保市江上町4848-1 0956-58-5900 0956-58-5550

長崎県  千住博内科 佐世保市白南風町6-2 0956-22-8632 0956-22-8608

長崎県  医療法人光省会福田外科病院 佐世保市藤原町38-3 0956-34-0151 0956-32-3464

長崎県  しもぐち内科 西彼杵郡長与町高田郷848-19 095-843-7225 095-843-9293

長崎県  そのだ内科クリニック 西彼杵郡長与町まなび野2-2-2 095-814-5101 095-814-5102

長崎県  医療法人新緑会長崎けやき医院 西彼杵郡長与町高田郷3607-1 095-840-5111 095-840-5112

長崎県  医療法人成田内科医院 西彼杵郡長与町吉無田郷 095-883-2011 095-883-6817

長崎県  原田外科胃腸科クリニック 西彼杵郡長与町高田郷849-7 095-844-9100 095-844-9222

長崎県  医療法人平成会女の都病院 西彼杵郡長与町高田郷849 095-847-8383 095-847-8065

長崎県  松本外科医院 西彼杵郡長与町嬉里郷458 095-887-5554 095-887-5561

長崎県  近藤医院 西彼杵郡時津町日並郷1325-8 095-882-7060 095-882-5832

長崎県  しもむらクリニック 西彼杵郡時津町浦郷428 095-882-7595 095-840-2162

長崎県  高木クリニック 西彼杵郡時津町西時津郷75-20 095-881-3230 095-881-3240

長崎県  田嶋医院 西彼杵郡時津町浦郷261-3 095-882-2307 095-840-2188

長崎県  医療法人光善会時津中央クリニック 西彼杵郡時津町浜田郷字浜田郷1761-3 095-882-2500 095-882-1066

長崎県  医療法人やまもと内科 西彼杵郡時津町左底郷78-3 095-882-8828 095-882-8900

長崎県 社会福祉法人福医会西海医療福祉センターさいかいクリニック 西海市大島町1876-59 0959-34-3371

長崎県  医療法人篤和たいら医院 西海市西海町木場528-2 0959-32-2011 0959-32-2021

長崎県  西海市国民健康保険雪浦診療所 西海市大瀬戸町雪浦上郷254-17 0959-37-0150 0959-29-0068

長崎県  医療法人須山医院 西海市大島町1995 0959-34-2123 0959-34-3120

長崎県  田中クリニック 西海市西彼町喰場郷1324-2 0959-27-0035 0959-27-0677

長崎県  医療法人回春堂犬尾内科医院 諫早市泉町14-26 0957-22-0245 0957-22-7072

長崎県  医療法人社団済生会慈恵病院 諫早市多良見町化屋995 0957-43-2115 0957-43-2193

長崎県  長崎県立こども医療福祉センター 諫早市永昌東町24-3 0957-22-1300 0957-23-2614

長崎県  日本赤十字社長崎原爆諫早病院 諫早市多良見町化屋986-2 0957-43-2111 0957-43-2274

長崎県  医療法人中島内科神経内科 諫早市永昌東町19-28 0957-21-3746 0957-21-3788

長崎県  ますだ小児科内科医院 諫早市多良見町化屋20-135 0957-43-7800 0957-43-7311



長崎県  秋櫻醫院 大村市諏訪2-523-1 0957-53-9990 0957-53-9981

長崎県  医療法人檜山会中澤病院 大村市東大村1-2524-3 0957-53-5072 0957-54-1553

長崎県  カナザワ内科クリニック 東彼杵郡川棚町下組郷391-2 0956-83-3727 0956-83-2798

長崎県  波佐見病院 東彼杵郡波佐見町稗木場郷792-1 0956-85-7021 0956-85-7022

長崎県  はすわ診療所 東彼杵郡波佐見町稗木場郷1272 0956-85-5221 0956-85-5220

長崎県 小鳥居内科神経内科クリニック 東彼杵郡波佐見町岳辺田郷469 0956-20-7027 0956-20-7037

長崎県  医療法人さざなみ鈴木病院 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷1085 0957-46-0145 0957-46-0255

長崎県  医療法人社団清和会山住医院 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷395-3 0957-46-1162 0957-20-1021

長崎県  医療法人伴師会愛野記念病院 雲仙市愛野町甲3838-1 0957-36-0015 0957-36-1816

長崎県 医療法人社団苑田会公立新小浜病院 雲仙市小浜町南本町93 0957-74-2211 0957-75-0501

長崎県  医療法人社団東洋会池田病院 島原市湖南町6893-2 0957-62-5161 0957-64-3675

長崎県  医療法人済家会柴田長庚堂病院 島原市中堀町68 0957-64-1111 0957-62-4856

長崎県  医療法人愛心会島原マタニティ病院 島原市新町2-278 0957-62-7111 0957-62-7771

長崎県  たかお循環器科・内科医院 島原市加美町1013 0957-62-6300 0957-62-7410

長崎県 長崎県島原病院 島原市下川尻町7895 0957-63-1145 0957-63-4864

長崎県  医療法人城内会八尾病院 島原市城内1-1193 0957-62-5131 0957-64-0392

長崎県  医療法人栄和会泉川病院 南島原市深江町丁2405 0957-72-2017 0957-72-5913

長崎県  医療法人博愛会哲翁病院 南島原市口之津町甲1181 0957-86-3226 0957-86-3227

長崎県 医療法人明島整形外科医院 南島原市布津町1859-2 0957-72-2023 9857-72-3576

長崎県 平戸市立生月病院 平戸市生月町山田免2965 0950-53-2155 0950-53-3009

長崎県  医療法人医理会柿添病院 平戸市鏡川町278 0950-23-2151 0950-22-5131

長崎県  医療法人青洲会青洲会病院 平戸市田平町山内免612-4 0950-57-2155 0950-57-2096

長崎県  医療法人裕光会谷川病院 平戸市田平町山内免400 0950-57-0045 0950-57-2098

長崎県  国民健康保険平戸市民病院 平戸市草積町1158-1 0950-28-1113 0950-28-0800

長崎県  医療法人社団壮志会押渕病院 松浦市御厨町里免37-1 0956-75-0311 956-75-1799

長崎県  医療法人長愛会菊地病院 松浦市志佐町浦免1765-4 0956-72-0151 0956-72-2962

長崎県  医療法人山内診療所 五島市岐宿町中岳 0959-83-1013 0959-83-1015

長崎県  聖マリア病院 五島市松山町133-2 0959-72-5101 0959-74-1771

長崎県  五島市国民健康保険玉之浦診療所 五島市玉之浦町玉之浦1397-1 0959-87-2241 0959-87-2052

長崎県  富江診療所 五島市富江町松尾686-1 0959-86-1110 0959-86-0009



長崎県 長崎県富江病院 五島市富江町狩立499 0959-86-2131 0959-86-0400

長崎県 長崎県奈留病院 五島市奈留町浦1644 0959-64-2014 0959-64-3447

長崎県  五島市国民健康保険三井楽診療所 五島市三井楽町浜ノ畔1046-1 0959-84-2144 0959-84-3715

長崎県
上五島病院附属診療所有川医療
センター

南松浦郡新上五島町有川郷2255 0959-42-0320 0959-42-0754

長崎県  新上五島町新魚目国民健康保険診療所 南松浦郡新上五島町小串郷1480-1 0959-55-3161 0959-55-2152

長崎県
長崎県上五島病院付属診療所
奈良尾医療センター

南松浦郡新上五島町奈良尾郷712-3 0959-44-1010 0959-44-1717

長崎県  壱岐市民病院 壱岐市郷ノ浦町本村触682 0920-47-1131 0920-47-5607

長崎県  医療法人協生会品川病院 壱岐市郷ノ浦町東触854-2 0920-47-0121 0920-47-5335

長崎県  医療法人潮陽会松嶋病院 壱岐市芦辺町箱崎大左右触550-2 0920-45-2010 0920-45-2031

長崎県  医療法人玄州会光武内科循環器科病院 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15-3 0920-47-0023 0920-47-5404

長崎県 長崎県上対馬病院 対馬市上対馬町比田勝630 0920-86-4321 0920-86-4324

長崎県 小値賀町国民健康保険診療所 北松浦郡小値賀町笛吹郷1757-8 0959-56-4111 0959-56-4184

熊本県 荒尾市民病院 荒尾市荒尾2600 0968-63-1115 0968-63-1189

熊本県 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿511 0968-44-2185 0968-44-2420

熊本県 阿蘇中央病院 阿蘇市黒川1178 0967-34-0311 0967-34-2273

熊本県 阿蘇温泉病院 阿蘇市内牧1153-1 0967-32-0881 0967-32-4462

熊本県 熊本労災病院 八代市竹原町1670  0965-33-4151 0965-32-4405

熊本県 国保水俣市立総合医療センター 水俣市天神町1丁目2番1号 0966-63-2101 0966-63-1393

熊本県 人吉総合病院 人吉市老神町35番地 0966-22-2191 0966-24-2116

熊本県 天草地域医療センター 天草市亀場町食場854番1 0969-24-4111 0969-23-4086

熊本県 熊本市民病院 熊本市東区湖東1丁目1-60 096-365-1711 096-365-1712

熊本県 熊本医療センター 熊本市中央区二の丸1-5 096-353-6501 096-325-2519

熊本県 熊本機能病院 熊本市北区山室6丁目8番1号 096-345-8111 096-345-8188

熊本県 矢部広域病院 上益城郡山都町下馬尾204 0967-72-1121 0967-72-0502

大分県 大分市医師会立アルメイダ病院 大分市大字宮崎１５０９-２ 097-569-3121 097-568-0743

大分県 臼杵市医師会立コスモス病院 臼杵市大字戸室字長谷１１３１番地１ 0972-62-5599 0972-62-3928

大分県 国東市民病院 国東市安岐町下原１４５６番地 0978-67-1211 0978-67-3190

大分県 独立行政法人国立病院機構別府医療センター 別府市大字内竃１４７３番地 0977-67-1111 0977-67-5766

大分県 健康保険南海病院 佐伯市常盤西町１１番２０号 0972-22-0547 0972-23-0741

大分県 豊後大野市民病院 豊後大野市緒方町馬場２７６番地 0974-42-3121 0974-42-3078



大分県 竹田医師会病院 竹田市大字拝田原４４８番地 0974-63-3241 0974-63-0193

大分県 大分県済生会日田病院 日田市大字三和６４３番地の７ 0973-24-1100 0973-22-1269

大分県 宇佐高田医師会病院 宇佐市大字南宇佐６３５番地 0978-37-2300 0978-37-2307

大分県 中津市立中津市民病院 中津市大字下池永１７３番地 0979-22-2480 0979-24-3839

大分県 高田中央病院 豊後高田市新地１１７６番地１ 0978-22-3745 0978-22-3788

大分県 姫島村国民健康保険診療所 東国東郡姫島村１５６０番地の１ 0978-87-3221 0978-73-7000

大分県 荘野医院 杵築市大字猪尾６４－６ 0978-63-5500 0978-63-5501

大分県 衛藤外科 杵築市大字大内字塩浜７６９５－１ 0978-63-6977 0978-63-6978

大分県 杵築市立山香病院 杵築市山香町大字野原１６１２番地１ 0977-75-1234 0977-75-0873

大分県 菅原内科杵築 杵築市大字南杵築字大手内１９４７番３ 0978-63-5588 0978-63-3511

大分県 サンライズ酒井病院 速見郡日出町３１５６番地１ 0977-72-2266 0977-72-0328

大分県 日出児玉病院 速見郡日出町大字川崎８３７－１ 0977-72-2724 0977-72-2873

大分県 医療法人久寿会鈴木病院 速見郡日出町３９０４番６ 0977-73-2131 0977-73-2132

大分県 明和記念病院 大分市明野北１丁目２番17号 097-573-1000 097-573-1163

大分県 米満内科医院 大分市明野南１丁目２７－１０ 097-551-1170 097-551-1171

大分県 やない内科クリニック 大分市大字市３番地の５ 097-588-8555 097-588-8556

大分県 医療法人社団三愛会大分三愛メディカルセンター 大分市大字市１２１３番地 097-541-1311 097-541-5218

大分県 つざき循環器・麻酔科クリニック 大分市猪野１１０１－６ 097-527-7711 097-527-7777

大分県 医療法人社団親和会衛藤病院 大分市大字上判田３４３３番地 097-597-0093 097-597-6231

大分県 かつた内科胃腸科クリニック 大分市大字毛井２７９－１ 097-524-6888 097-524-6880

大分県 佐賀関病院 大分市大字佐賀関７５０番地の８８ 097-575-1172 097-575-0732

大分県 山下循環器科内科 大分市大字下判田２３４９－１ 097-597-1110 097-597-1109

大分県 大嶋医院 大分市大字竹中２６６６番地 097-597-0015 097-597-7152

大分県 井野辺病院 大分市大字中尾字平２５５ 097-586-5522 097-586-5656

大分県 医療法人社団親和会えとう内科病院 大分市大字中判田１４２８番地の１ 097-597-6150 097-597-6156

大分県 医療法人財団天心堂へつぎ診療所 大分市大字中戸次５１８５－２ 097-597-5551 097-597-7230

大分県 医療法人財団天心堂天心堂へつぎ病院 大分市大字中戸次字二本木５９５６番地 097-597-5777 097-597-5833

大分県 大分協和病院 大分市大字宮崎９５３番地の１ 097-568-2333 097-568-0795

大分県 河野脳神経外科病院 大分市大字森町字無田々通２５０番７ 097-521-2000 097-521-0420

大分県 しきど診療所 大分市敷戸西町１番３号 097-554-7370 097-554-7371



大分県 オアシス第二病院 大分市東鶴崎２丁目３－３０ 097-527-2500 097-527-2506

大分県 オアシス第一病院 大分市東鶴崎３丁目３番１９号 097-527-2211 097-522-0511

大分県 ハートクリニック 大分市大字光吉１４３０－２７ 097-568-5446 097-569-4855

大分県 つるさきクリニック 大分市南鶴崎２丁目６番５号 097-527-2152 097-521-7595

大分県 細川内科クリニック 大分市千代町１丁目２番３５号 097-532-1113 097-536-5567

大分県 むらかみ胃腸肛門・内科クリニック 大分市萩原１丁目１９－３５　松栄堂ビル１F　097-558-7770 097-558-8350

大分県 医療法人慈善会膳所病院 大分市金池町１丁目１１番３号 097-534-0035 097-533-1725

大分県 さとう神経内科･内科クリニック 大分市下郡北１－４－１４ 097-554-3000 097-554-3100

大分県 渡辺内科医院 大分市生石２丁目１－５ 097-535-1884 097-533-1097

大分県 諏訪の杜病院 大分市大字津守８８８番地の6 097-567-1277 097-567-3066

大分県 永富脳神経外科 大分市西大道２丁目１番２０号 097-545-1717 097-545-1745

大分県 永松神経内科・内科ｸﾘﾆｯｸ 大分市新春日町１丁目１番２９号 097-540-7171 097-546-3727

大分県 大分中村病院 大分市大手町３丁目２番４３号 097-536-5050 097-537-0164

大分県 山口病院 大分市金池町３丁目４番１５号 097-534-2026 097-532-0541

大分県 だいかく病院 大分市大字下郡字山崎１７０－４ 097-569-8860 097-568-1991

大分県 医療法人安癒会伊藤田クリニック 大分市東春日町８番９号 097-534-0010 097-537-3555

大分県 そのだ内科・外科クリニック 大分市大道町３－３－１ 097-573-5885 097-573-6555

大分県 塚川第一病院 大分市東春日町５番２５号 097-532-0234 097-532-0233

大分県 めのクリニック 大分市明野高尾三丁目1番地の１ 097-551-3220 097-551-3370

大分県 宮崎医院 由布市庄内町大龍２３５７番１ 097-582-0345 097-582-0742

大分県 おざきクリニック 由布市庄内町庄内原８２８番地１ 097-582-0013 097-582-2210

大分県 足立クリニック 由布市湯布院町川上２９２２の１ 0977-28-2226 0977-28-2227

大分県 湯布院厚生年金病院 由布市湯布院町川南２５２ 0977-84-3171 0977-84-3969

大分県 長門記念病院 佐伯市鶴岡町１丁目１１番５９号 0972-24-3000 0972-23-6680

大分県 医療法人小寺会佐伯中央病院 佐伯市常盤東町６番３０号 0972-22-8846 0972-22-8844

大分県 大分県勤労者医療生協佐伯診療所 佐伯市中の島１丁目１４－２１ 0972-23-2212 0972-23-4202

大分県 からしま医院 佐伯市弥生大字上小倉字柳原１２１５ 0972-46-0312 0972-46-0352

大分県 大分県医療生活協同組合竹田診療所 竹田市大字会々３３１３－１ 0974-62-4014 0974-62-4157

大分県 久住加藤医院 竹田市久住町大字久住６２６８ 0974-76-0008 0974-64-3180

大分県 大久保病院 竹田市久住町大字栢木６０２６－２ 0974-64-7777 0974-77-2247



大分県 加藤病院 竹田市大字竹田１８５５番地 0974-63-2338 0974-63-2339

大分県 伊藤医院 竹田市直入町大字長湯７９８５－５ 0974-75-2222 0974-75-2225

大分県 長内科小児科胃腸科医院 玖珠郡玖珠町大字帆足２３２－８ 0973-72-2143 0973-72-2318

大分県 聖陵岩里病院 日田市大字高瀬１６－１８ 0973-22-1600 0973-22-1603

大分県 日野内科 日田市天神町３９－１ 0973-23-6009 0973-23-6009

大分県 医療法人鶴陽会岩尾病院 日田市淡窓２丁目４番２９号 0973-22-6161 0973-22-6258

大分県 佐藤第一病院 宇佐市法鏡寺７７－１ 0978-32-2110 0978-33-4918

大分県 宇佐中央病院 宇佐市大字江須賀４０４６番地の１ 0978-38-5200 0978-38-5215

大分県 小野内科病院 宇佐市大字南敷田７０５－１ 0978-33-2180 0978-33-3512

大分県 桑尾病院 宇佐市大字四日市１１８番地 0978-32-1331 0978-32-3696

大分県 宇佐リハビリ診療所 宇佐市大字山本１６５８番地 0978-33-5527 0978-33-5541

大分県 宗像医院 宇佐市下時枝５４９ 0978-32-0281 0978-32-6914

大分県 黒木記念病院 別府市照波園町１４番２８号 0977-67-1211 0977-66-6673

大分県 松原医院 別府市松原町１６番１６号 0977-25-1033 0977-26-4135

大分県 中村病院 別府市秋葉町８番２４号 0977-23-3121 0977-26-4083

大分県 村橋病院 別府市千代町2番5号 0977-23-3231 0977-25-9238

大分県 九州大学病院別府病院 別府市大字鶴見字鶴見原４５４６番地 0977-27-1600 0977-27-1605

大分県 荘園内科ｸﾘﾆｯｸ 別府市東荘園４丁目２組 0977-27-3800 0977-27-3788

大分県 山口病院 大分市金池町３丁目４番１５号 097-534-2026 097-532-0541

大分県 新別府病院 別府市大字鶴見３８９８番地 0977-22-0391 0977-26-4170

大分県 村上神経内科ｸﾘﾆｯｸ 別府市山の手町１４番３０号 0977-26-1717 0977-26-4153

大分県 安部第一医院 別府市上野口町３番４０号 0977-23-3345 0977-26-4003

大分県 原嶋内科医院 別府市荘園町６－４ 0977-23-5261 0977-23-5262

大分県 医療法人聡明会児玉病院 別府市亀川四の湯町５番１９号 0977-67-1611 0977-66-6666

大分県 こだま脳神経外科クリニック 別府市石垣東８－２－３５ 0977-22-0272 0977-22-0270

大分県 垣迫内科医院 別府市松原町６番１２号 0977-23-8131 0977-26-4031

大分県 畑病院 別府市中島町１４番２２号 0977-21-1371 0977-26-4103

大分県 浜脇記念病院 別府市浜脇１丁目２－５ 0977-22-2228 0977-26-2832

大分県 中津脳神経外科病院 中津市大字福島字道竹１０５５番地 0979-32-2555 0979-32-2560

大分県 中津胃腸病院 中津市大字永添５１０番地 0979-24-1632 0979-22-9800



大分県 川嶌整形外科病院 中津市大字宮夫１４－１ 0979-24-0464 0979-24-6258

大分県 大堀脳神経クリニック 中津市豊田町３－１１ 0979-23-3865 0979-23-3871

大分県 酒井病院 中津市中央町１丁目１番４３号 0979-22-0192 0979-22-0321

大分県 梶原病院 中津市中殿町３丁目２９番地の８ 0979-22-2535 0979-22-7807

大分県 村上記念病院 中津市諸町１７９９ 0979-23-3333 0979-24-5345

大分県 髙椋クリニック 中津市上宮永２９９－３ 0979-22-5470 0979-22-9906

大分県 縄田内科 中津市豊後町８４１番地 0979-24-5868 0979-24-5891

大分県 中津市国保津民診療所 中津市耶馬渓町大字大野９５０番地２ 0979-54-2035 0979-54-2035

大分県 金田医院 津久見市高洲町１９－１０ 0972-82-2881 0972-82-3243

大分県 津久見中央病院 津久見市大字千怒６０１１番地 0972-82-1123 0972-82-8411

大分県 児玉循環器科内科医院 臼杵市大字市浜８６６番地の４ 0972-63-2100 0972-63-2181

大分県 白川病院 臼杵市大字末広９３８番地３ 0972-63-7830 0972-63-7917

大分県 浜田消化器科内科医院 臼杵市大字福良４５１番地 0972-63-5855 0972-63-4355

大分県 藤野循環器科内科医院 臼杵市大字二王座３４番地 0972-62-3055 0972-63-4669

大分県 丸岡脳神経外科 臼杵市大字諏訪１５７９－１ 0972-63-7766 0972-63-6327

大分県 吉田医院 臼杵市掻懐１４６８番地の１ 0972-65-3342 0972-65-3116

大分県 とうぼ小児科医院 臼杵市港町東１４組 0972-63-5811 0972-63-8515

宮崎県 県立延岡病院 宮崎県延岡市新小路2-1-10 ０９８２－３２－６１８１

宮崎県 千代田病院 宮崎県日向市鶴町2丁目9-20 ０９８２－５２－７１１１

宮崎県 国立病院機構　宮崎病院 宮崎県児湯郡川南町大字川南19403-4 ０９８３－２７－１０３６

宮崎県 県立宮崎病院 宮崎県宮崎市北高松町5-30 ０９８５－２４－４１８１

宮崎県 古賀総合病院 宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1 ０９８５－３９－８８８８

宮崎県 市民の森病院 宮崎県宮崎市大字塩路2783-37 ０９８５－３９－７６３０

宮崎県 潤和会記念病院 宮崎県宮崎市大字小松１１１９番地 ０９８５－４７－５５５５

宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県宮崎市清武町木原５２００ ０９８５－８５－１５１０

宮崎県 藤元総合病院 宮崎県都城市早鈴町17-1 ０９８６－２５－１３１３

宮崎県 池田病院 宮崎県小林市真方27-1 ０９８４－２３－３５３５

宮崎県 県立日南病院 宮崎県日南市木山1丁目9番5号 ０９８７－２３－３１１１

宮崎県 平田東九州病院 　　　　　　　　　　　　　県北部 ０９８２－３７－００５０

宮崎県 共立病院 〃 ０９８２－３３－３２６８



宮崎県 理恵内科クリニック 〃 ０９８２－２６－５５５８

宮崎県 みぞぐち医院 〃 ０９８２－３７－８３８８

宮崎県 北方医院 〃 ０９８２－４７－２３３３

宮崎県 石内医院 〃 ０９８２－３０－１８８５

宮崎県 北浦診療所 〃 ０９８２－４５－３３３２

宮崎県 桜ヶ丘ファミリークリニック 〃 ０９８２－２８－２２８０

宮崎県 二木病院 日向・入郷 ０９８２－５４－４４６８

宮崎県 尾鈴クリニック 西都・児湯 ０９８３－２７－２７９９

宮崎県 都農町国民健康保険病院 〃 ０９８３－２５－１０３１

宮崎県 木城クリニック 〃 ０９８３－３２－３３２２

宮崎県 赤峰クリニック 宮崎 ０９８５－３８－５３２１

宮崎県 おかどめ内科外科 〃 ０９８５－２３－１５１５

宮崎県 小島病院 〃 ０９８５－３１－６００１

宮崎県 迫田内科 〃 ０９８５－５１－３５５５

宮崎県 城山病院 〃 ０９８５－８５－００３６

宮崎県 竹内内科 〃 ０９８５－２６－０１２３

宮崎県 辰元病院 〃 ０９８５－８２－３５３１

宮崎県 外山内科神経内科 〃 ０９８５－２８－１３８８

宮崎県 みなうち内科・神経内科 〃 ０９８５－３９－８５１１

宮崎県 山村内科 〃 ０９８５－７２－１００１

宮崎県 慈英病院 〃 ０９８５－２３－５０００

宮崎県 藤木病院 〃 ０９８５－４７－０４１５

宮崎県 えびの市立病院 西諸 ０９８４－３３－１０２３

宮崎県 小林市民病院 〃 ０９８４－２２－６４８９

宮崎県 すわクリニック 〃 ０９８４－２３－４７１１

宮崎県 松山病院 都城・北諸 ０９８６－２４－１０４６

宮崎県 愛泉会日南病院 日南・串間 ０９８７－２３－３１３１

宮崎県 串間市民病院 〃 ０９８７－７２－１２３４

宮崎県 日南市立中部病院 〃 ０９８７－２７－１１１１

宮崎県 県南病院 〃 ０９８７－７２－０２２４



鹿児島県 鹿児島市立病院 鹿児島市加治屋町２０-１７ 099-216-3631 099-216-3632

鹿児島県 国立病院機構鹿児島医療センター 鹿児島市城山町８-１ 099-223-1151 0120-334-476

鹿児島県 鹿児島市医師会病院 鹿児島市鴨池新町7-1 099-254-1125 099-259-1694

鹿児島県 総合病院鹿児島生協病院 鹿児島市谷山中央５丁目２０-１０ 099-267-1455 099-260-4783

鹿児島県 今給黎総合病院 鹿児島市下竜尾町４-１６ 099-226-2211 099-227-0481

鹿児島県 大勝病院 鹿児島市真砂本町３-９５ 099-253-1122(105) 099-254-9643

鹿児島県 内科有馬病院 鹿児島市平之町１-２７ 099-224-0823 099-227-5070

鹿児島県 パールランド病院 鹿児島市犬迫町２２５３ 099-238-0301 099-238-0117

鹿児島県 三船病院 鹿児島市吉野町１０００４ 099-247-3016 099-247-3068

鹿児島県 愛仁会植村病院 鹿児島市伊敷２丁目１－２ 099-220-1730 099-228-9740

鹿児島県 鹿児島徳洲会病院 鹿児島市下荒田３丁目８-１ 099-250-1110 099-812-9408

鹿児島県 三宅病院 鹿児島市谷山中央７丁目３-１ 099-２68-3512 099-２67-1613

鹿児島県 崎元病院 鹿児島市東千石町４-１３ 099-224-5650 099-２24-0747

鹿児島県 南風病院 鹿児島市長田町14-3 099-226-9111 099-223-1639

鹿児島県 田上記念病院 鹿児島市西別府町1799番地 099-282-0051 099-282-6600

鹿児島県 共立病院 鹿児島市南郡元町11番11号 099-255-3151 099-252-8736

鹿児島県 岡田脳神経クリニック　 鹿児島市上福元町３６０３－１ 099－263－5570 099－266－0550

鹿児島県 内村川上内科  鹿児島市川上町2750-18 099-244－1500 099-244－8130

鹿児島県 ナカノ在宅医療クリニック　 鹿児島市伊敷台６丁目２７－１０ 099-218-3003 099-218-3005

鹿児島県 昭和会クリニック　 鹿児島市下竜尾町２−６ 099-226-2211 099-247-0481

鹿児島県 五反田内科クリニック　 鹿児島市薬師２丁目７−６２ 099-259-2038 099-259-2039

鹿児島県 谷山生協クリニック　 鹿児島市谷山中央５丁目21-22 099-210-2211 099-210-2110

鹿児島県 さくらクリニック　 鹿児島市上荒田町29番12号 099-213-5733 099-213-5730

鹿児島県 久保内科　 日置市伊集院町猪鹿倉96－5 099-272-2527 099-273-2234

鹿児島県 えんでん内科クリニック　 いちき串木野市東塩田町３５ 0996-32-7000 0996-32-7177

鹿児島県 みゆきクリニック　 日置市日吉町日置３９０－１ 099-246-8707 099-246-8707

鹿児島県 指宿浩然会病院 指宿市十町１１４５ 0993-22-3295 0993-23-4093

鹿児島県 山川病院 指宿市山川小川１５７１ 0993-35-3800 0993-35-3810

鹿児島県 菊野病院 南九州市川辺町平山3815番地 0993-56-1135 0993-56-5654

鹿児島県 川内市医師会立市民病院 薩摩川内市永利町4107番地7 0996-22-1111(内１４７) 0996-22-0511



鹿児島県 伊達病院 薩摩川内市神田町４-２５ 0996-23-7171 0996-23-8155

鹿児島県 森園病院 薩摩川内市大小路町１９－３８ 0996-23-3125 0996-23-6081

鹿児島県 市比野記念病院 薩摩川内市市比野3079 0996-38-1200 0996-38-0715

鹿児島県 薩摩郡医師会病院 さつま町轟町510 0996-53-0326 0996-52-1609

鹿児島県 出水総合医療センター 出水市明神町５２０ 0996-67-1657 0996-67-1769

鹿児島県 内山病院 阿久根市高松町２２ 0996-73-1551 0996-73-4636

鹿児島県 出水郡医師会立第二病院 出水市高尾野町紫引２５７４ 0996-82-5900 0996-82-5885

鹿児島県 つかさとクリニック　 出水市下知識町１５１８－１ 0996-67-5560 0996-67-3450

鹿児島県 国分生協病院 霧島市国分中央３丁目２２-１８ 0995-45－4806 0995-45－4938

鹿児島県 希望ヶ丘病院 姶良市平松5069 0995-65-3207 0995-65-3570

鹿児島県 隼人温泉病院 霧島市隼人町姫城１丁目２６４-２ 0995-42-2151 0995-43-1328

鹿児島県 霧島記念病院 霧島市国分福島１丁目５-１９ 0995-47-3100 0995-48-7312

鹿児島県 有馬病院 霧島市福山町福山５２９０-２９ 0995-56-2151 0995-56-2151

鹿児島県 やまのクリニック　 姶良市加治木町新富町１０３－１ 0995-63-0033 0995-63-0066

鹿児島県 県立北薩病院 伊佐市大口宮人５０２-４ 0995-22-8511 0995-22-9397

鹿児島県 池田病院 鹿屋市下祓川町１８３０ 0994-43-3434 0994-40-1117

鹿児島県 昭南病院 曽於市大隅町下窪町１ 099-482-0622 099-482-5357

鹿児島県 藤元総合病院 宮崎県都城市早鈴町１７-１ 0986-25-1313 0986-25-3950

鹿児島県 藤後クリニック　 志布志市志布志町志布志１丁目１３－１ 099-472-1237 099-472-1627

鹿児島県 田上病院 西之表市西之表7463 0997-22-0960 0997-22-1313

鹿児島県 中種子クリニック　 熊毛郡中種子町野間6481－1 0997-27-3222 0997-27-3202

鹿児島県 屋久島徳洲会病院 熊毛郡屋久島町宮之浦２４６７ 0997-42-2200 0997-42-2202

鹿児島県 屋久島町粟生診療所　 熊毛郡屋久島町栗生１７４３ 0997-48-2103

鹿児島県 県立大島病院 奄美市名瀬真名津町１８-１ 0997-52-3611 0997-52-9957

鹿児島県 喜界徳洲会病院 大島郡喜界町湾３１５ 0997-65-1100 0997-65-1223

鹿児島県 大島郡医師会病院 奄美市名瀬小宿３４１１ 0997-54-8111 0997-54-8870

鹿児島県 名瀬徳洲会病院 奄美市名瀬朝日町28番地1 0997-54-2222 0997-55-1600

鹿児島県 奄美中央病院 奄美市名瀬長浜町16-5 0997-52-6565 0997-52-2199

鹿児島県 ファミリークリニック　ネリヤ　 奄美市名瀬和光町31-14 0997-57-7177 0997-57-7178

鹿児島県 徳之島徳洲会病院 大島郡徳之島町亀津７５８８ 0997-83-1100 0997-83-3756



沖縄県 県立北部病院 名護市大中2-12-3 0980-52-2719 0980-54-2298

沖縄県 県立中部病院 うるま市字宮里281 098-973-4111 098-973-4986

沖縄県 県立南部医療センター・こども医療センター 南風原町新川118-1 098-888-0123 098-888-3500

沖縄県 県立宮古病院 宮古島市平良東仲宗根807 0980-72-3151 0980-74-3105

沖縄県 県立八重山病院 石垣市大川732 0980-83-2525 0980-82-1742

沖縄県 勝山病院 名護市字屋部468-1 0980-53-7777 0980-52-7130

沖縄県 北山病院 今帰仁村字今泊280 0980-56-2339 0980-56-2340

沖縄県 中部徳洲会病院 沖縄市照屋3-20-1 098-937-1110 098-937-9595

沖縄県 与勝病院 うるま市勝連南風原3584 098-978-5235 098-978-5244

沖縄県 中部協同病院 沖縄市美里1-31-15 098-938-8828 098-939-5859

沖縄県 北中城若松病院 北中城村大城311 098-938-8828 098-939-5859

沖縄県 海邦病院 宜野湾市真志喜2-23-5 098-898-2111 098-897-9356

沖縄県 潮平病院 沖縄市胡屋1-17-1 098-937-2054 098-937-1905

沖縄県 小禄病院 那覇市小禄547-1 098-857-1805 098-857-6554

沖縄県 かりまた内科医院 浦添市内間4-23-21 098-878-5126 098-870-1767

沖縄県 嶺井リハビリ病院 浦添市牧港3-884-1 098-874-0100 098-874-0106

沖縄県 沖縄メディカル病院 南城市佐敷字新開1-344 098-947-3555 098-947-3335

沖縄県 南部病院 糸満市真栄里870 098-938-8828 098-939-5859

沖縄県 沖縄協同病院 那覇市古波蔵4-10-55 098-853-1200 098-853-1212

沖縄県 石垣島徳洲会病院 石垣市大浜南大浜446-1 0980-88-0123 0980-82-9511


