愛知県Ｂ型・Ｃ型肝炎患者医療給付事業実施要領の第７の２の指定医療機関（平成３０年７月４日現在）
※ 指定医療機関のうち、テラプレビルを含む３剤併用療法の診断書を作成できる医療機関
医療機関名

医療圏 保健所等

名古屋市立東部医療センター

郵便番号
※

住所

電話番号

〒464-8547 名古屋市千種区若水1-2-23

052-721-7171

国家公務員共済組合連合会 東海病院

〒464-8512 名古屋市千種区千代田橋1-1-1

052-711-6131

愛知県がんセンター中央病院

〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿1-1

052-762-6111

医療法人順秀会 東山内科

〒464-0807 名古屋市千種区東山通五丁目103番地

052-781-1235

医療法人豊隆会 ちくさ病院

〒464-0075 名古屋市千種区内山二丁目16番16号

052-741-5331

伊東内科クリニック

〒464-0832 名古屋市千種区山添町1-26

052-751-5588

〒464-0083 名古屋市千種区北千種2-5-30

052-723-1200

医療法人東恵会 星ケ丘マタニティ病院

〒464-0026 名古屋市千種区井上町27番地

052-782-6211

樫尾クリニック

〒464-0064 名古屋市千種区山門町1-78

052-752-1117

はらたクリニック 内科・消化器内科

〒464-0821 名古屋市千種区末盛通5-3 メディカルビル４階

052-751-2525

奥村クリニック

〒464-0850 名古屋市千種区今池3-16-12 三貴ビル２F

052-745-9511

愛知学院大学歯学部附属病院

〒464-8651 名古屋市千種区末盛通り二丁目11番地

052-759-2111

みやざわクリニック

〒464-0835 名古屋市千種区御棚町１－２４－１

052-751-2217

近藤医院

〒461-0032 名古屋市東区出来町1-10-27

052-935-3010

愛知医科大学メディカルクリニック

〒461-0005 名古屋市東区東桜二丁目12番1号

052-931-2261

医療法人育寿会 MIWA内科胃腸科CLINIC 葵

〒461-0004 名古屋市東区葵2-14-4

052-933-1177

堀内内科消化器科クリニック

〒461-0027 名古屋市東区芳野三丁目6-4-Ｄ003

052-933-0808

西野医院

〒461-0037 名古屋市東区百人町82

052-935-3668

はまうづクリニック

〒461-0045 名古屋市東区砂田橋4-1-52コノミヤ砂田橋２Ｆ

052-721-8066

名古屋市立西部医療センター

〒462-0057 名古屋市北区平手町1-1-1

052-991-8121

やまね病院

〒462-0014 名古屋市北区楠味鋺四丁目1524番地

052-901-3255

金城クリニック

〒462-0847 名古屋市北区金城三丁目4番5号

052-918-7580

社会医療法人愛生会 総合上飯田第一病院

〒462-0802 名古屋市北区上飯田北町2-70

052-991-3111

医療法人藤成会 加藤医院

〒462-0810 名古屋市北区山田一丁目13番77号

052-915-8511

北医療生活協同組合 北病院

〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町2-78

052-915-2301

清水内科クリニック

〒462-0819 名古屋市北区平安一丁目8-50

052-912-0002

医療法人愛仁会 名春中央病院

〒462-0013 名古屋市北区東味鋺一丁目2401番地

052-901-6131

医療法人大真会 大隈病院

〒462-0822 名古屋市北区大曽根二丁目9番34号

052-991-2111

〒462-0837 名古屋市北区大杉三丁目15-3 おおすぎビル1Ｆ

052-911-0700

〒462-0841 名古屋市北区黒川本通三丁目67番地

052-915-5571

〒451-8511 名古屋市西区栄生2-26-11

052-551-6121

新道内科クリニック

〒451-0043 名古屋市西区新道二丁目5番7号

052-588-0160

社会福祉法人恩賜財団済生会 愛知県済生会病院

〒451-0052 名古屋市西区栄生1-1-18

052-571-5251

松葉内科

〒451-0077 名古屋市西区笹塚町一丁目3-1

052-529-2211

ふじたファミリークリニック

〒452-0806 名古屋市西区五才美町112番地

052-509-5755

〒452-0822 名古屋市西区中小田井3-384-1

052-508-8699

医療法人大医研 橋川クリニック

〒451-0062 名古屋市西区花の木三丁目16-17

052-531-0510

かなもと内科クリニック

〒452-0845 名古屋市西区中沼町５１番地

052-325-6081

千種区 せんだファミリークリニック

東区

北区

おおすぎハツノ内科クリニック

※

医療法人忠恕会 小林内科
名鉄病院

※

西区

かわい内科＆皮ふ科

※

名古屋第一赤十字病院

※

〒453-8511 名古屋市中村区道下町3-35

052-481-5111

医療法人衆済会 増子記念病院

※

〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町35-28

052-451-1307

医療機関名

医療圏 保健所等

郵便番号

名古屋セントラル病院

電話番号

〒453-0801 名古屋市中村区太閤3-7-7

052-452-3165

〒453-0053 名古屋市中村区中村町二丁目25番１

052-482-2811

桶屋クリニック

名古屋市中村区名駅南3-16-15
〒450-0003
ASビル２F

052-533-6166

医療法人社団フロムファースト 竹田内科胃腸科クリニック

〒453-0834 名古屋市中村区豊国通3-22

052-411-2046

名古屋内科、内視鏡クリニック

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング
〒450-6409
９階

052-564-5558

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター

〒460-0001 名古屋市中区三の丸4-1-1

052-951-1111

国家公務員共済組合連合会 名城病院

〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目3-1

052-201-5311

中日新聞社健康保険組合中日病院

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目12番3号

052-961-2491

医療法人聖真会 横山記念病院

〒460-0012 名古屋市中区千代田3-11-20

052-332-1811

〒460-0017 名古屋市中区松原2-17-5

052-291-6322

おおの内科

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目３番地日丸名古屋ビル５F

052-971-0950

愛知三の丸病院

〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目2番1号

052-961-7011

栄エンゼルクリニック

〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目4番12号

052-238-0266

ふるたアメ横内科クリニック

〒460-0011 名古屋市中区大須三丁目14-43 第2アメ横ビル3Ｆ

052-238-6060

医療法人 三浦内科

〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル３階

052-951-1255

やまうち消化器内科クリニック

〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル６階

052-957-2488

〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65

052-741-2111

医療法人安正会安井病院

〒466-0053 名古屋市昭和区滝子町27番19号

052-881-3004

医療法人 伊藤内科

〒466-0058 名古屋市昭和区白金2-13-4

052-881-4040

名古屋第二赤十字病院

〒466-8650 名古屋市昭和区妙見町2-9

052-832-1121

社会福祉法人聖霊会 聖霊病院

〒466-8633 名古屋市昭和区川名山町56

052－832-1181

中村区 いいだクリニック

ＮＴＴ西日本東海病院
中区

住所

名古屋大学医学部附属病院

※

※

※

昭和区

名
古
屋

医療法人生寿会 かわな病院

※

〒466-0807 名古屋市昭和区山花町50番地

052-761-3225

たけうちファミリークリニック

※

〒466-0858 名古屋市昭和区折戸町5-45

052-762-1780

むぎしまファミリークリニック

※

〒466-0821 名古屋市昭和区前山町1-5

052-734-2217

ＴＫクリニック

〒467-0017 名古屋市瑞穂区東栄町8-5

052-851-1648

奥田内科クリニック

〒467-0047 名古屋市瑞穂区日向町2-9-3

052-835-1600

西村内科クリニック

〒467-0049 名古屋市瑞穂区下山町2-1

052-861-1200

いとう医院

〒467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通二丁目12番地

052-831-1124

斉藤クリニック

〒467-0808 名古屋市瑞穂区高田町3-9

052-851-0827

みずほ通りクリニック

〒467-0814 名古屋市瑞穂区本願寺町三丁目10番1

052-852-3553

ブラザー記念病院

〒467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町11番8号

052-824-2871

すずき内科クリニック

〒467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町21-10

052-852-3554

〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

052-851-5511

新生会第一病院

〒467-8633 名古屋市瑞穂区玉水町1-3-2

052-832-8411

亀島クリニック

〒456-0034 名古屋市熱田区伝馬二丁目27-12

052-683-5030

小山医院

〒456-0044 名古屋市熱田区内田町304

052-671-2010

〒456-8611 名古屋市熱田区五番町4-33

052-654-2211

医療法人三恵会 服部病院

〒456-0012 名古屋市熱田区沢上1-3-20

052-681-6561

カワムラ医院

〒456-0055 名古屋市熱田区南一番町5番23号

052-661-0026

〒454-0933 名古屋市中川区法華1-172

052-362-5151

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院

〒454-8509 名古屋市中川区尾頭橋3-6-10

052-321-8171

名古屋掖済会病院

〒454-8502 名古屋市中川区松年町4-66

052-652-7711

瑞穂区

名古屋市立大学病院

※

熱田区 みなと医療生活協同組合 協立総合病院

医療法人偕行会 名古屋共立病院

中川区

※

医療機関名

医療圏 保健所等
中川区

郵便番号

住所

電話番号

医療法人開生会かいせい病院

〒454-0804 名古屋市中川区月島町9-9

052-362-6469

医療法人紫陽 クリニックサンセール

〒454-0932 名古屋市中川区中島新町二丁目311

052-369-1313

名古屋西病院

〒454-0869 名古屋市中川区荒子二丁目40番地

052-361-0878

〒455-8530 名古屋市港区港明1-10-6

052-652-5511

伊藤医院

〒455-0004 名古屋市港区津金1-13-29

052-651-9211

医療法人幸会 岡田整形外科病院

〒455-0053 名古屋市港区名四町185番地

052-652-5251

〒455-0001 名古屋市港区七番町二丁目12-1

052-654-3700

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院

〒457-8510 名古屋市南区三条1-1-10

052-691-7151

社会医療法人宏潤会 大同病院

〒457-8511 名古屋市南区白水町9

052-611-6261

社会医療法人宏潤会 だいどうクリニック

〒457-8511 名古屋市南区白水町8番地

052-611-6262

豊田クリニック

〒457-0841 名古屋市南区豊田1-25-11

052-961-7807

〒457-0856 名古屋市南区南陽通五丁目1番地の3

052-691-3171

医療法人 笠寺病院

〒457-0046 名古屋市南区松池町3-19

052-811-1151

医療法人山和会 山口病院

〒457-0836 名古屋市南区加福本通三丁目28番地

052-611-6561

医療法人順秀会 守山内科

〒463-0070 名古屋市守山区新守山901番地

052-791-5110

ものえ内科クリニック

〒463-0036 名古屋市守山区向台一丁目303番

052-760-2324

うちだ内科クリニック

〒463-0048 名古屋市守山区小幡南三丁目5番3号

052-758-1122

医療法人和光会 川島病院

〒463-0032 名古屋市守山区白山三丁目501番地

052-773-1155

いかい内科クリニック

〒463-0032 名古屋市守山区白山4-1001

052-760-3666

久野医院

〒463-0048 名古屋市守山区小幡南一丁目8番17号

052-793-3537

松坂クリニック

〒463-0007 名古屋市守山区松坂町250番地

052-796-1500

佐藤クリニック

〒463-0062 名古屋市守山区長栄13-14

052-794-8008

医療法人 なかむら内科

〒463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字海東468-2

052-739-3030

ようていファミリークリニック藤が丘

〒463-0034 名古屋市守山区四軒家二丁目702

052-771-6688

古沢クリニック

〒463-0013 名古屋市守山区小幡中一丁目22-20

052-795-7221

医療法人いつき会 守山いつき病院

〒463-0067 名古屋市守山区守山二丁目１８番２２号

052-793-3101

第一なるみ病院

〒458-0006 名古屋市緑区細口一丁目２１０

052-876-8361

〒458-0037 名古屋市緑区潮見が丘一丁目77番地

052-892-1331

医療法人健侑会 さそうクリニック

〒458-0924 名古屋市緑区有松2617番地

052-621-0340

医療法人敬友会 丹羽内科

〒459-8001 名古屋市緑区大高町字鶴田213番地

052-624-1600

〒459-8001 名古屋市緑区南大高二丁目204番地

052-625-0373

竹内クリニック

〒458-0804 名古屋市緑区亀が洞1-1608

052-875-0122

しもざとクリニック

〒458-0044 名古屋市緑区池上台二丁目266番地

052-891-5111

医療法人貴優会 高橋ファミリークリニック

〒458-0826 名古屋市緑区平子が丘1503番地

052-622-1131

医療法人幸寿会 平岩病院

〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字相原町26

052-621-0002

ひがみ内科

〒458-0808 名古屋市緑区東神の倉3-530

052-876-2127

相川みんなの診療所

〒458-0011 名古屋市緑区相川三丁目２４６番地の２

052-875-3792

もりかわファミリークリニック

〒458-0848 名古屋市緑区水広二丁目１１９番

052-879-6511

社会医療法人 宏潤会 大同みどりクリニック

〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字矢切３７

052-891-4157

医療法人桂名会 木村病院

〒465-0087 名古屋市名東区名東本通2-22-1

052-781-1119

〒465-0057 名古屋市名東区陸前町2511

052-703-1855

〒465-0093 名古屋市名東区一社二丁目5 THE QOL２F

052-709-7717

独立行政法人労働者健康安全機構 中部労災病院

※

港区

クリニックいとう

南区

医療法人名南会 名南病院

※

※

守山区

名古屋市立緑市民病院

南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院

緑区

大屋内科
加藤内科胃腸科クリニック

※

※

※

医療機関名

医療圏 保健所等

郵便番号

名東区 名古屋市厚生院

〒465-8610 名古屋市名東区勢子坊2-1501

医療法人杉山会 すぎやま病院

尾
張
中
部

465-0092

052-704-2211
052-774-8222

〒465-8620 名古屋市名東区梅森坂五丁目101番地

052-801-1151

ながた内科クリニック

〒465-0094 名古屋市名東区亀の井1丁目214-2

052-703-3773

医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院

〒468-8520 名古屋市天白区平針4-305

052-701-7000

天白宮田クリニック

〒468-0008 名古屋市天白区一本松二丁目1102番地

052-802-3311

天白区 あおきクリニック

〒468-0001 名古屋市天白区植田山5-126-1

052-837-7555

ばんのクリニック

〒468-0028 名古屋市天白区島田黒石710-1

052-800-3066

はせがわクリニック 内科・消化器内科・皮膚科

〒468-0031 名古屋市天白区高宮町１３０８

052-800-3711

坪内医院

〒496-0855 津島市江東町一丁目56-1

0567-28-6300

津島市民病院

〒496-8537 津島市橘町三丁目73番地

0567-28-5151

くろかわ内科クリニック

〒496-0005 津島市神守町字五反田44

0567-22-2288

〒498-8502 弥富市前ケ須町南本田396

0567-65-2511

小笠原クリニック

〒490-1406 弥富市鍋平2-6

0567-56-5533

山田内科医院

〒496-8001 愛西市勝幡町1239

0567-25-5166

フジノ内科

〒490-1222 あま市木田飛江ノ見70-1

052-441-2713

医療法人久保田内科産科婦人科クリニック

〒497-0058 海部郡蟹江町富吉三丁目230番地

0567-96-2600

あま市民病院

〒490-1111 あま市甚目寺畦田１番地

052-444-0050

尾関医院

〒452-0026 清須市西枇杷島町橋詰72-1

052-501-5121

安藤クリニック

〒481-0033 北名古屋市西之保才戸26番地

0568-24-0001

さはし内科クリニック

〒481-0039 北名古屋市法成寺西出6-1

0568-24-1384

医療法人羊蹄会 ようていファミリークリニック

〒481-0006 北名古屋市熊之庄宮地97

0568-80-7124

ようてい健康増進クリニック

〒481-0033 北名古屋市西之保三町地3-1

0568-23-3355

〒481-0004 北名古屋市鹿田西村前111番地

0568-21-0811

津島

清須

医療法人済衆館 済衆館病院

※

※

とよ山内科クリニック

尾
張
東
部

名古屋市名東区社台三丁目10番地

電話番号

独立行政法人国立病院機構東名古屋病院

愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院
海
部

住所

瀬戸

480-0201

西春日井郡豊山町青山東川46-2

0568-39-3800

わかばファミリークリニック

〒480-0202 西春日井郡豊山町大字豊場字高前183-1

0568-29-3911

医療法人倫紀会 いぶき野クリニック

〒481-0006 北名古屋市熊之庄宮地１０番地

0568-26-3600

医療法人宏和会 あさい病院

〒489-0866 瀬戸市矢形町178-1

0561-84-3111

おおわき内科クリニック

〒489-0913 瀬戸市水南町163

0561-85-3331

公立陶生病院

※

〒489-8642 瀬戸市西追分町160

0561-82-5101

独立行政法人労働者健康福祉機構 旭労災病院

※

〒488-8585 尾張旭市平子町北61

0561-54-3131

医療法人優 あさひ内科

〒488-0043 尾張旭市北本地ヶ原町三丁目125番地

0561-52-3221

庄南内科

〒488-0823 尾張旭市庄南町4-112-1

052-769-1230

医療法人いながきクリニック

※

〒488-0002 尾張旭市根の鼻町一丁目2番地の9

0561-53-7277

緑ヶ丘ファミリークリニック

※

〒488-0822 尾張旭市緑町緑ヶ丘121番81

0561-54-2706

藤田保健衛生大学病院

※

〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98

0562-93-2111

すずき内科クリニック

〒470-1126 豊明市三崎町高鴨5-9

0568-93-1280

医療法人大医会 日進おりど病院

〒470-0115 日進市折戸町西田面110番地

0561-73-7771

金山クリニック

〒470-0117 日進市藤塚3丁目565番地

0561-72-7111

医療法人財団愛泉会 愛知国際病院

〒470-0111 日進市米野木町南山987番地の31

0561-73-7721

あいち肝胆膵ホスピタル

※

〒470-0162 愛知郡東郷町大字春木字白土一丁目217番地

052-809-3777

愛知医科大学病院

※

〒480-1195 長久手市岩作雁又1番地1

0561-62-3311

医療機関名

医療圏 保健所等

一宮

住所

電話番号

かなざわ内科クリニック

〒470-1132 豊明市間米町島川２１５６－１

0562-38-5808

おわり瀬戸ひびの内科クリニック

〒489-0819 瀬戸市西本町２丁目８

0561-82-0222

一宮市立木曽川市民病院

〒493-0001 一宮市木曽川町黒田字北野黒165番地

0586-86-2173

〒491-8551 一宮市桜1-9-9

0586-72-1211

大雄会クリニック

〒491-8551 一宮市大江一丁目3番2号

0586-72-1211

ともだクリニック

〒493-0001 一宮市木曽川町黒田十一ノ通り77-1

0586-84-3777

内科・小児科・耳鼻咽喉科田中医院

〒491-0036 一宮市桜2-2-1

0586-72-2719

一宮市立市民病院

〒491-8558 一宮市文京2-2-22

0586-71-1911

医療法人 山下病院

〒491-8531 一宮市中町1-3-5

0586-45-4511

森瀬内科

〒491-0846 一宮市牛野通一丁目26番地

0586-72-2517

医療法人泰玄会 泰玄会病院

〒494-0008 一宮市東五城字備前1番地の1

0586-61-2121

いそむらファミリークリニック

〒491-0083 一宮市丹羽字古屋敷72-1

0586-72-7111

いしぐろ内科

〒491-0859 一宮市本町4-10-8

0586-71-2525

一宮西病院

〒491-0001 一宮市開明字平1番地

0586-61-0037

医療法人尾張健友会 千秋病院

〒491-0815 一宮市千秋町塩尻字山王1

0586-77-0012

瀧消化器内科クリニック

〒491-0904 一宮市神山一丁目4番2号

0586-47-7023

〒494-0008 一宮市東五城字大平裏37番地

0586-62-1121

愛知県厚生農業協同組合連合会 稲沢厚生病院

〒495-8531 稲沢市祖父江町本甲拾町野7

0587-97-2131

おおこうち内科クリニック

〒495-0015 稲沢市祖父江町桜方上切６番地７

0587-97-8300

稲沢市民病院

〒492-8510 稲沢市長束町沼100番地

0587-32-2111

医療法人 荒尾内科・耳鼻咽喉科

〒492-8401 稲沢市梅須賀町七丁目31番地

0587-34-3111

医療法人 かわむらクリニック

〒492-8215 稲沢市大塚北六丁目50

0587-23-2222

稲垣医院

〒492-8152 稲沢市井之口大宮町85

0587-32-3991

愛知県厚生農業協同組合連合会尾西病院

〒495-8531 稲沢市祖父江町本甲拾町野7

0587-97-2131

医療法人雄仁会 石黒クリニック

〒491-0052 一宮市今伊勢町新神戸字九反野６２

0586-71-1496

藤クリニック

〒493-0001 一宮市木曽川町黒田一ノ通り２５－１

0586-64-7556

富田医院

〒491-0911 一宮市野口２－１６－８

0586-45-0148

〒491-0932 一宮市大和町毛受字東屋敷７３

0586-46-1100

すぎやま内科クリニック

〒491-0057 一宮市今伊勢町宮後字郷東３６

0586-48-5000

春日井市民病院

〒486-8510 春日井市鷹来町1-1-1

0568-57-0057

医療法人社団喜峰会東海記念病院

〒487-0031 春日井市廻間町字大洞681番地47

0568-88-0568

医療法人雄志会川瀬医院

〒486-0914 春日井市若草通二丁目32番地

0568-31-2266

〒487-0013 春日井市高蔵寺町北二丁目52番地

0568-51-8711

内科眼科ゆたかクリニック

〒486-0968 春日井市味美町3-69

0568-34-0303

そぶえ内科クリニック

〒486-0853 春日井市穴橋町2-12-13

0568-87-3600

いとう内科クリニック

〒486-0805 春日井市岩野町二丁目6番1

0568-82-2300

小松原内科

〒480-0305 春日井市坂下町5-1215-742

0568-88-3100

医療法人 米本レディスクリニック

〒486-0851 春日井市篠木町1-13-3

0568-82-2161

さとうクリニック

〒486－0851 春日井市篠木町6-2456-1

0568-87-5252

医療法人愛洋会 加藤クリニック

〒486－0906 春日井市下屋敷1-2

0568-31-3361

医療法人裕心会 かちがわ山内クリニック

〒486－0931

石川内科クリニック

〒486-0841 春日井市南下原町４丁目９番地４

総合大雄会病院

尾
張
西
部

郵便番号

こしの内科

医療法人 木端会 きはしクリニック

医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院

※

※

※

※

春日井
春日井市松新町1-3 ルネッサンスシティ勝川１番街４Ｆ402
号

0568-35-6066
0568-87-6800

医療機関名

医療圏 保健所等
尾
張
北
部

住所

電話番号

くまい医院

〒486-0928 春日井市妙慶町148-1

0568-31-7525

Ｋファミリークリニック

〒486-0947 春日井市知多町3-8

0568-35-5001

〒485-8520 小牧市常普請1-20

0568-76-4131

医療法人純正会 小牧第一病院

〒485-0029 小牧市中央五丁目39番地

0568-77-1301

坂本ファミリークリニック

〒485-0029 小牧市中央二丁目69

0568-77-8957

おおやま内科クリニック

〒485-0023 小牧市北外山1521番1

0568-76-8808

かなずみクリニック

〒485-0003 小牧市大字久保一色1192番地2

0568-68-8205

社会医療法人志聖会総合犬山中央病院

〒484-8511 犬山市大字五郎丸字二夕子塚6

0568-62-8111

吉田内科クリニック

〒484-0086 犬山市松本町1-140

0568-62-9222

〒483-8704 江南市高屋町大松原137番地

0587-51-3333

医療法人 医仁会 さくら総合病院

〒480-0127 丹羽郡大口町新宮一丁目129番地

0587-95-6711

今井医院

〒480-0142 丹羽郡大口町中小口1-19

0587-95-2534

医療法人 山田外科内科

〒480-0147 丹羽郡大口町竹田二丁目38番地

0587-96-6000

医療法人仁徳会 大川外科胃腸科クリニック

〒480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰133-2

0587-92-3155

かめいクリニック

〒480-0103 丹羽郡扶桑町柏森長畑460

0587-93-9041

医療法人羊蹄会 ようてい中央クリニック

〒482-0003 岩倉市曽野町御前17番地

0587-66-5133

高川クリニック

〒475-0856 半田市更生町１丁目125-５番地

0569-21-5531

半田市立半田病院

〒475-8599 半田市東洋町2-29

0569-22-9881

春田内科

〒475-0836 半田市青山七丁目12-20

0569-22-5533

医療法人親理会 中町クリニック

〒475-0855 半田市中町４丁目19-1

0569-22-1212

医療法人ふれあい会 半田東クリニック

〒475-0023 半田市亀崎町10-143

0569-20-1555

医療法人ふれあい会 半田クリニック

〒475-0917 半田市清城町1-6-8

0569-23-1155

藤沢医院

〒470-2103 知多郡東浦町大字石浜字白山１番地の100

0562-83-8111

前田クリニック

〒470-2105 知多郡東浦町大字藤江字山敷139-5

0562-84-6618

愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院

〒470-2404 知多郡美浜町大字河和字西谷81-6

0569-82-0395

医療法人瑞心会 渡辺病院

〒470-3235 知多郡美浜町大字野間字上川田45-2

0569-87-2111

石川病院

〒470-2331 知多郡武豊町ヒジリ田23番地

0569-72-2345

医療法人赫和会 杉石病院

〒470-2357 知多郡武豊町字向陽一丁目117番地

0569-72-1155

〒479-0868 常滑市飛香台三丁目3番地の3

0569-35-3170

鷹津内科・小児科

〒479-0831 常滑市錦町1-22-2

0569-34-6655

早川医院

〒476-0003 東海市荒尾町外山72

052-603-9800

じんのクリニック

〒476-0003 東海市荒尾町寿鎌98番地

052-603-3550

小牧市民病院

愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院

江南

郵便番号

※

※

半田

知
多
半
島

常滑市民病院

知多

のばたクリニック

※

〒477-0034 東海市養父町三丁目4番地

0562-32-1996

公立西知多総合病院

※

〒477-8522 東海市中ノ池三丁目１番地の１

0562-33-5500

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

〒474-8511 大府市森岡町７丁目４３０番地

0562-46-2311

愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院

〒444-2351 豊田市岩神町仲田20

0565-62-1211

医療法人豊寿会 斉藤病院

〒470-0373 豊田市四郷町森前166-1

0565-44-0033

愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院

〒470-0396 豊田市浄水町伊保原500-1

0565-43-5000

豊田地域医療センター

〒471-0062 豊田市西山町3-30-1

0565-34-3008

〒471-0075 豊田市日之出町2丁目9-20

0565-34-3231

うさみ内科クリニック

〒471-0822 豊田市水源町5-3-1

0565-27-7222

三宅医院

〒471-0842 豊田市土橋町８－１１２－２

0565-28-4391

星山内科・消化器科医院

豊田市

※

※

医療機関名

医療圏 保健所等
豊田市
西
三
河
北
部

郵便番号
〒471-0855 豊田市柿本町6-21

0565-28-4657

医療法人 ほしの内科クリニック

〒471-0869 豊田市十塚町1-41-4

0565-36-0002

トヨタ記念病院

〒471-8513 豊田市平和町1-1

0565-28-0100

医療法人社団以心会 中野胃腸病院

〒473-0926 豊田市駒新町金山1-12

0565-57-1611

おおくぼ内科クリニック

〒470-0343 豊田市浄水町南平５６－１

0565-43-0600

しのだ内科クリニック

〒473-0902 豊田市大林町１０－２３－３

0565-27-7700

もとまち内科クリニック

〒471-0855 豊田市柿本町７－６６－１

0565-24-8080

みよし市民病院

〒470-0224 みよし市三好町八和田山15

0561-33-3300

〒470-0213 みよし市打越町島ノ山92-1

0561-32-9800

〒448-0841 刈谷市南桜町１丁目５８番地レオン南桜町１階

0566-62-5300

玄クリニック

〒444-0834 岡崎市柱町東荒子219

0564-58-3080

中尾医院

〒444-0834 岡崎市柱町東荒子4番地96

0564-51-0081

医療法人十全会三嶋内科病院

〒444-0072 岡崎市六供町字3丁目8番地2

0564-22-3232

愛知県がんセンター愛知病院

〒444－0011 岡崎市欠町栗宿18

0564-21-6251

〒444-8553 岡崎市高隆寺町字五所合3-1

0564-21-8111

医療法人愛整会 北斗病院

〒444-2148 岡崎市仁木町字川越17番地33

0564-66-2811

内科・消化器科 ゆうクリニック

〒444-0845 岡崎市六名南1丁目4-5

0564-58-5311

医療法人鉄友会 宇野病院

〒444-0921 岡崎市中岡崎町1番地10

0564-24-2211

中田医院

〒444-0943 岡崎市矢作町北河原10

0564-31-2728

小森内科クリニック

〒444-0873 岡崎市竜美台1-3-20

0564-55-1514

おくやしきクリニック

〒444-0244 岡崎市下青野町字奥屋敷39

0564-57-5353

冨田病院

〒444-3505 岡崎市本宿町字南中町32

0564-48-2431

〒444-0211 岡崎市野畑町字南郷中53

0564-51-9106

医療法人 じんぐうじクリニック

〒444-0212 岡崎市下和田町字神宮司66番の1

0564-58-7778

みうらクリニック岩津

〒444-2144 岡﨑市岩津町字於御所１７２番地

0564-66-8787

医療法人従天会山中従天医館

〒447-0889 碧南市東浦町2丁目85番地

0566-41-0707

碧南市民病院

〒447-8502 碧南市平和町3-6

0566-48-5050

医療法人杉田会にしばたクリニック

〒447-0088 碧南市札木町２丁目74番地

0566-42-2000

かりや駅やまかわ内科

岡崎市民病院

金山医院

西
三
河
南
部

電話番号

久保田クリニック

衣浦東部 なかじま内科皮フ科

岡崎市

住所

※

※

※

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院

※

〒448-8505 刈谷市住吉町5-15

0566-21-2450

愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院

※

〒446-8602 安城市安城町東広畔28

0566-75-2111

医療法人財団新和会 八千代病院

〒446-8510 安城市住吉町2-2-7

0566-97-8111

市川クリニック

〒446-0045 安城市横山町八左185-1

0566-74-8031

医療法人尚爽会 ひこぼし内科クリニック

〒444-1162 安城市小川町金政129-5

0566-73-3377

近藤医院

〒446-0053 安城市高棚町大道53-2

0566-92-6850

医療法人深谷会 富士病院

〒472-0007 知立市牛田町西屋敷137-1

0566-85-1000

刈谷豊田総合病院高浜分院

〒444-1321 高浜市稗田町3-2-11

0566-52-5522

二本木クリニック

〒446-0054 安城市二本木町切替６０－２

0566-79-0085

西尾市民病院

〒445-8510 西尾市熊味町上泡原５番地

0563-56-3171

医療法人田中会 西尾病院

〒445-0824 西尾市和泉町22番地

0563-57-5138

すずきクリニック

〒445-0872 西尾市矢曽根町赤池88

0563-64-3800

医療法人社団福祉会 高須病院

〒444-0495 西尾市一色町赤羽上郷中113番地1

0563-72-1701

いながき内科

〒444-0313 西尾市上矢田町郷後59-8

0563-58-8100

衣浦東部

西尾

医療機関名

医療圏 保健所等

河東
北三

新城

住所

電話番号

こんどう内科

〒444-0316 西尾市羽塚町新坂14-5

0563-59-6551

幡豆クリニック

〒444-0701 西尾市東幡豆町彦田前33

0563-62-5588

〒444-0124 額田郡幸田町大字深溝字権行寺11

0564-62-2055

〒441-1387 新城市字北畑32-1

0536-22-2171

三ヶ根クリニック
部

郵便番号

※

新城市民病院
豊橋市民病院

※

〒44１-8570 豊橋市青竹町字八間西50

0532-33-6111

社会医療法人明陽会 成田記念病院

※

〒441-8029 豊橋市羽根井本町134番地

0532-31-2167

医療法人光生会病院

※

〒440-0045 豊橋市吾妻町137番地

0532-61-3166

鈴木・三竹医院

〒441-8023 豊橋市八通町50-2

0532-31-3939

堀田内科

〒441-8135 豊橋市富士見台3-15-2

0532-23-5387

独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター

〒440-0836 豊橋市飯村町字浜道上50番地

0532-62-0301

医療法人財団医正会 二川病院

〒441-3145 豊橋市大岩町字北元屋敷36-3

0532-51-5666

下平医院

〒440-0832 豊橋市中岩田三丁目1番地の9

0532-61-1036

つつじが丘クリニック

〒440-0853 豊橋市佐藤1丁目14の25

0532-66-2103

医療法人 木下内科

〒441-8083 豊橋市東脇2丁目13-10

0532-31-1121

大舘内科胃腸科

〒441-8013 豊橋市花田１番町102

0532-32-8123

山本内科

〒440-8013 豊橋市東田町字西郷69の2

0532-55-0025

遠山クリニック

〒440-0076 豊橋市大橋通１丁目89番地

0532-55-3181

医療法人 善恵会 長屋病院

〒440-0806 豊橋市八町通３丁目１１９番地

0532-52-3763

白井メディカルクリニック（医療法人ＳＨＧ）

〒440-0821 豊橋市春日町二丁目13番1

0532-63-3838

クリニックいちょう

〒441-8141 豊橋市草間町字二本松24-1

0532-35-7117

〒442-8561 豊川市八幡町野路23番地

0533-86-1111

医療法人ピープル田中内科医院

〒442-0857 豊川市八幡町鐘鋳場100番

0533-89-4600

いたづ内科クリニック

〒442-0851 豊川市野口町若宮16-1

0533-80-3355

星野内科・消化器科クリニック

〒442-0062 豊川市本野町北貝津27

0533-82-3262

大橋医院

〒442-0028 豊川市東桜木町88

0533-86-2354

医療法人宝美会 総合青山病院

〒441-0195 豊川市小坂井町道地100番１

0533-73-3777

野本医院

〒442-0879 豊川市萩山町3丁目6番地の2

0533-86-4037

医療法人北辰会 蒲郡厚生館病院

〒443-0035 蒲郡市栄町１１－１３

0533-69-3251

八木内科・消化器科

〒443-0046 蒲郡市竹谷町宮前10-1

0533-66-3215

蒲郡市民病院

〒443-8501 蒲郡市平田町向田1番地１

0533-66-2200

愛知県厚生農業協同組合連合会 渥美病院

〒441-3415 田原市神戸町赤石1-1

0531-22-2131

医療法人 富永医院

〒441-3417 田原市豊島町前田133-2

0531-23-1316

医療法人聖俊会 樋口病院

〒442-0068 豊川市諏訪２丁目１１５番地

0533-86-8131

医療法人社団慈昂会 琴似駅前内科クリニック

北海道札幌市西区琴似2条1丁目1番20号
〒063-0812
琴似タワープラザ2F

011-622-3531

医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院

〒063-0842

市立旭川病院

〒070-8610 北海道旭川市金星町1丁目1番65号

0166-24-3181

豊橋市

東
三
河
南
部

豊川市民病院

豊川

北海道

北海道札幌市西区八軒2条西1丁目1番１号
琴似タワープラザ3F

011-611-1391

旭川赤十字病院

※

〒070-8530 北海道旭川市曙１条１丁目

0166-22-8111

独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院

※

〒085-8533 北海道釧路市中園町１３番２３号

0154-22-7191

〒034-0093 青森県十和田市西十二番町14番8号

0176-23-5121

〒020-0866 岩手県盛岡市本宮字小屋敷15番地１

019-635-0101

仙台厚生病院

〒980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町4-15

022-222-6181

塩竈市立病院

〒985-0054 宮城県塩竈市香津町７－１

022-364-5521

青森県

十和田市立中央病院

岩手県

盛岡市立病院

宮城県

※

※

医療機関名

医療圏 保健所等
東北大学病院

福島県

郵便番号

電話番号

〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号

022-717-7000

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

〒963-8558 福島県郡山市西ノ内2丁目5番20号

022-364-5521

医療法人社団 青空会 大町病院

〒975-0001 福島県南相馬市原町区大町三丁目９７番地

0244-24-2333

公立相馬総合病院

〒976-0011 福島県相馬市新沼字坪ヶ迫１４２

0244-36-5101

〒314-0030 茨城県鹿嶋市厨５丁目１番地２

0299-85-1111

社会医療法人若竹会 セントラル総合クリニック

〒300-1232 茨城県牛久市上柏田４丁目５８番１

029-875-3511

独立行政法人国立病院機構 栃木病院

〒320-8580 栃木県宇都宮市中戸祭1丁目10番37号

028-622-5241

医療法人 埼玉成恵会病院

〒355-0072 埼玉県東松山市大字石橋1721番地

0493-23-1221

医療法人 野﨑クリニック

〒355-0227 埼玉県比企郡嵐山町千手堂６９３

0493-61-1810

社会医療法人壮幸会 行田総合病院附属行田クリニック

〒361-0056 埼玉県行田市持田395-1

048-554-0005

埼玉協同病院

〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂１３１７

048-296-4771

医療法人 社団善仁会 小山記念病院

※

住所

※

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

独立行政法人 国立国際医療研究センター国府台病院

※

〒272-8516 千葉県市川市国府台1-7-1

047-372-3501

新松戸中央総合病院

※

〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-380

047-345-1111

千葉市立青葉病院

〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1273番地2

043-227-1131

医療法人社団虎の門会 霞が関アーバンクリニック

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－１ 日土地ビル１階

03-5157-3911

社会福祉法人 三井記念病院

〒101-8643 東京都千代田区神田和泉町1番地

03-3862-9111

〒105-8470 東京都港区虎ノ門二丁目2-2

03-3588-1111

〒107-0062 東京都港区南青山５－１－１８ ボヌール青山１Ｆ

03-3498-5322

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

※

医療法人社団青友会 岡林医院
学校法人北里研究所北里大学北里研究所病院

※

〒108-8642 東京都港区白金5丁目9番1号

03-3444－6161

東京慈恵会医科大学附属病院

※

〒105-8471 東京都港区西新橋3丁目19番18号

03-3433-1111

独立行政法人 国立国際医療研究センター病院

〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1

03-3202-7181

財団法人東京都保健医療公社 大久保病院

〒160-8488 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1

03-5273-7711

〒113-8431 東京都文京区本郷3丁目1番3号

03-3813-3111

東京医科歯科大学医学部附属病院

〒113-8519 東京都文京区湯島1-5-45

03-5803-5127

永寿総合病院

〒110-8645 東京都台東区東上野2丁目23番16号

03-3833-8381

〒135-8577 東京都江東区豊洲４丁目１番１８号

03-3534-1151

〒141-8625 東京都品川区東五反田5-9-22

03-3448-6111

順天堂大学医学部附属順天堂医院

東京都

昭和大学附属豊洲病院

※

※

ＮＴＴ東日本関東病院
東邦大学医療センター大森病院

※

〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

公立学校共済組合 関東中央病院

※

〒158-8531 東京都世田谷区上用賀6丁目25番1号

03-3429-1171

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 恵比寿ネオナート2F

03-3440-3131

〒150-8935 東京都渋谷区広尾4-1-22

03-3400-1311

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2丁目12番7号

03-3967-1181

〒160-8582 東京都新宿区信濃町三十五番地

03-3353-1211

〒206-0033 東京都多摩市落合1-32-1 多摩センター交通財団ビル

042-356-0677

〒180-8610 東京都武蔵野市境南町１丁目２６番１号

0422-32-3111

〒192-0032 東京都八王子市石川町１８３８

042-639-1111

医療法人鴻鵠会 惠比寿クリニック
日本赤十字社医療センター

※

医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院
慶應義塾大学病院

※

医療法人社団めぐみ会 田村クリニック
日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院

※

東海大学八王子病院
東京都済生会中央病院

※

〒108-0073 東京都港区三田一丁目４番１７号

03-3451-8211

特定医療法人財団互恵会 総合病院大船中央病院

※

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船6-2-24

0467-45-2111

〒213-8587 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷一丁目3番1号

044-877-5111

〒213-8507 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-3

044-844-3333

〒257-0017 神奈川県秦野市立野台一丁目1番地

0463-81-3721

〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1

042-778-8111

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院分院
帝京大学医学部附属溝口病院

※

神奈川県
秦野赤十字病院
学校法人北里研究所 北里大学病院

※

医療機関名

医療圏 保健所等

郵便番号

電話番号

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦三丁目９番地

045-787-2800

〒951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通１番町754

025-223-6161

医療法人社団愛康会 加登病院

〒923-0921 石川県小松市土居原町27

0761-22-0751

金沢赤十字病院

〒921-8162 石川県金沢市三馬2丁目251番地

076-242-8131

〒920-8530 石川県金沢市鞍月東２－１

076-237-8211

石川県済生会金沢病院

〒920-0353 石川県金沢市赤土町ニ１３－６

076-266-1060

長野医療生活協同組合 長野中央病院

〒380-0814 長野県長野市西鶴賀町1570番地

026-234-3211

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

〒399-8701 長野県松本市村井町南２丁目２０番３０号

0263-58-4567

公立大学法人 横浜市立大学附属病院
新潟県

住所

新潟大学医歯学総合病院

※

石川県
石川県立中央病院

長野県

※

まつなみ健康増進クリニック

※

〒501-6061 岐阜県羽島郡笠松町泉町10

058-388-0111

社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院

※

〒501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1

058-388-0111

大垣市民病院

※

〒503-8502 岐阜県大垣市南頬町4丁目86番地

0584-81-3341

〒507-8511 岐阜県多治見市前畑町3丁目43番地

0572-22-5211

〒507-8522 岐阜県多治見市前畑町5丁目161番地

0572-22-5311

〒504-8601 岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目6番地２

058-382-3101

多治見市民病院
岐阜県立多治見病院

※

公立学校共済組合 東海中央病院
岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院

※

〒501-3802 岐阜県関市若草通5丁目１番地

0575-22-2211

国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院

※

〒501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1番１

058-230-6000

岐阜市民病院

※

〒500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町7-1

058-251-1101

朝日大学歯学部附属 村上記念病院

※

〒500-8523 岐阜県岐阜市橋本町三丁目23番地

058-253-8001

〒502-0045 岐阜県岐阜市長良校前町4丁目7番地

058-231-7009

おおにし内科クリニック

岐阜県

岐阜県総合医療センター

※

〒500-8717 岐阜県岐阜市野一色4丁目6番1号

058-246-1111

小島内科クリニック

※

〒500-8156 岐阜県岐阜市祈年町10丁目38番地

058-246-6005

〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋3-7-22

058-276-2131

〒501-1198 岐阜県岐阜市川部3丁目25番地

058-239-8111

〒506-8502 岐阜県高山市中切町１番地１

0577-32-1115

社団医療法人かなめ会 山内ホスピタル
医療法人社団誠広会岐阜中央病院

※

岐阜県厚生農業協同組合連合会 久美愛厚生病院
羽島市民病院

※

〒501-6206 岐阜県羽島市新生町3丁目246番地

058-393-0111

ながき内科クリニック

※

〒501-6301 岐阜県羽島市舟橋町宮北1丁目27

058-393-0077

医療法人徳洲会 大垣徳洲会病院

〒503-0015 岐阜県大垣市林町6丁目８５－１

0584-77-6110

古田医院

〒509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町4丁目316番地

058-370-0010

土岐市立総合病院

〒509-5193 岐阜県土岐市土岐津土岐口７０３－２４

0572-55-2111

〒505-8503 岐阜県美濃加茂市古井町下古井５９０

0574-25-2181

太田病院

〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町２８５５－１

0574-26-1251

太田メディカルクリニック

〒505-0041 岐阜県美濃加茂市太田町２８２５

0574-26-2220

医療法人 慈生会 浜田・浅井医院

〒507-0041 岐阜県多治見市太平町１－５

0572-22-0522

独立行政法人地域医療機能推進機構 可児とうのう病院

〒509-0206 岐阜県可児市土田1221番地の5

0574-25-3113

岐阜赤十字病院

〒502-8511 岐阜県岐阜市岩倉町３丁目３６番地

058-231-2266

社会医療法人厚生会 木沢記念病院

※

岐阜県厚生農業協同組合連合会 東濃厚生病院

※

509-6101

岐阜県瑞浪市土岐町７６番地１

0572-68-4111

荒川医院

※

503-0216

岐阜県安八郡輪之内町大吉新田５６２

0584-69-2383

沼津市立病院

※

〒410-0302 静岡県沼津市東椎路字春ノ木５５０番地

055-924-5100

〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金6-7-15

054-288-2111

〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町3453

053-436-1251

浜松赤十字病院

〒434-8533 静岡県浜松市浜北区小林1088番地の1

053-401-1111

県西部浜松医療センター

〒432-8580 静岡県浜松市中区富塚町328

053-453-7111

医療法人社団チームＨＳＫ 東静岡クリニック
社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院

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

※

〒430-8558 静岡県浜松市中区住吉二丁目12番12号

053-474-2222

浜松医科大学医学部附属病院

※

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山一丁目20番１号

053-435-2111

医療機関名

医療圏 保健所等
静岡県

郵便番号

住所

電話番号

医療法人社団盛翔会 浜松北病院

〒431-3113 静岡県浜松市東区大瀬町1568番地

053-435-1111

たまこしクリニック

〒435-0046 静岡県浜松市東区丸塚町262-1

053-411-2002

いしはま医院

〒431-0422 静岡県湖西市岡崎882-49

053-573-0101

医療法人浜名会 浜名病院

〒431-0423 静岡県湖西市岡崎梅田入会地字藤ヶ池15番地70

053-577-2333

菊川市立総合病院

〒439-0022 静岡県菊川市東横地1632

0537-35-2135

医療法人社団健誠会 永田内科・消化器科医院

〒437-0064 静岡県袋井市川井856-9

0538-43-2355

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター

※

〒436-8555 静岡県掛川市菖蒲ヶ池1番地の1

0537-21-5555

みえ消化器内科

※

〒514-0062 三重県津市観音寺町799-7 ＴＴＣ医療グループビル内

059-213-1001

〒514-0043 三重県津市南新町17-22

059-227-6171

特定医療法人同心会 遠山病院
独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター

※

〒514-1101 三重県津市久居明神町2158番地5

059-259-1211

国立大学法人 三重大学医学部附属病院

※

〒514-8507 三重県津市江戸橋二丁目174番地

059-232-1111

〒510-0854 三重県四日市市塩浜本町2-14-1

059-345-1633

〒510-8561 三重県四日市市大字日永5450番132

059-345-2321

医療法人山脇会 山脇胃腸科内科・神経内科

〒512-0903 三重県四日市市小杉新町70番地

059-332-8155

医療法人尚豊会 みたき総合病院

〒512-0911 三重県四日市市生桑町菰池458-1

059-330-6000

いとう内科消化器科

〒510-0833 三重県四日市市中川原2丁目3-8

059-350-7775

医療法人 富田浜病院

〒510-8008 三重県四日市市富田浜町26-14

059-365-0023

済生会松阪総合病院

〒515-8557 三重県松阪市朝日町1区15番地6

0598-51-2626

〒511-0061 三重県桑名市寿町三丁目11番地

0594-22-1211

〒518-0842 三重県伊賀市上野桑町1734番地

0595-21-3135

松尾医院
三重県立総合医療センター

※

三重県

桑名東医療センター

※

特定医療法人岡波総合病院
伊勢赤十字病院

※

〒516-8512 三重県伊勢市船江1丁目471番2

0596-28-2171

三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター いな
べ総合病院

※

〒511-0428 三重県いなべ市北勢町阿下喜771

0594-72-2000

四日市消化器病センター

※

〒510-1232 三重県三重郡菰野町大字宿野字神明田432番地

059-393-2300

〒510-8105 三重県三重郡朝日町向陽台２－１６－２

059-376-6667

〒510-0819 三重県桑名市大字北別所４１６番地１

0594-22-7111

社会福祉法人 宇治病院

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄芝ノ原54-2

0774-32-6000

医療法人 坂本医院

〒603-8345 京都府京都市北区平野八丁柳町66番地9

075-462-4640

あさひクリニック
桑名西医療センター

京都府

※

京都民医連太子道診療所

※

〒604-8454 京都府京都市中京区西ノ京小堀池町１８番地の１

075-822-2660

京都府立医科大学附属病院

※

〒602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465

075-251-5111

京都大学医学部附属病院

※

〒606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54

075-751-3111

一般社団法人 愛生会山科病院

※

〒607-8086 京都府京都市山科区竹鼻四丁野町１９の４

075-594-2323

〒606-8226 京都府京都市左京区田中飛鳥井町８９番地

075-701-6111

公益社団法人信和会 京都民医連第二中央病院

大阪府

大阪市立大学医学部附属病院

※

〒545-8586 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号

06-6645-2121

財団法人田附興風会医学研究所 北野病院

※

〒530-8480 大阪府大阪市北区扇町2丁目4番20号

06-6312-1221

大阪北逓信病院

※

〒530-8798 大阪府大阪市北区中崎1丁目1番6号

06-6361-2071

大阪市立十三市民病院

〒532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北2丁目12番地27号

06-6150-8000

のざと診療所

〒555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目5番34号

06-4808-8151

医療法人成和会 ほうせんか病院

〒567-0816 大阪府茨木市永代町9番6号

072-622-6590

医療法人晴聖会 天神田中内科クリニック

〒569-1123 大阪府高槻市芥川町１－１５－２３ ヨシタケビル２Ｄ

072-690-7833

医療法人成和会 ほうせんかクリニック

〒567-0031 大阪府茨木市春日２丁目１番１２号ラウンド春日２階

072-622-1030

〒598-8577 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２３

072-469-3111

健康保険組合連合会 大阪中央病院

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番３０号

06-4795-5505

株式会社互恵会 大阪回生病院

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目６番１０号

06-6393-6234

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

※

医療機関名

医療圏 保健所等

郵便番号

072-777-3773

〒673-8501 兵庫県明石市鷹匠町１番３３号

078-912-2323

〒653-0801 兵庫県神戸市長田区房王寺町三丁目5番２５号

078-612-5152

神戸市立医療センター中央市民病院

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目1-1

078-302-4321

姫路赤十字病院

〒670-8540 兵庫県姫路市下手野１丁目１２番１号

079-294-2251

市立奈良病院

〒630-8305 奈良県奈良市東紀寺町一丁目50番1号

0742-24-1251

〒634-8522 奈良県橿原市四条町８４０番地

0744-22-3051

社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院

〒640-8158 和歌山県和歌山市十二番丁45番地

073-424-5185

医療法人西村会 向陽病院

〒640-8315 和歌山県和歌山市津秦４０

073-474-2000

明石市立市民病院
兵庫県

電話番号

〒664-8540 兵庫県伊丹市昆陽池1丁目100番地

市立伊丹病院

※

住所

神戸朝日病院

※

奈良県
奈良県立医科大学附属病院

和歌山県

岡山県

※

日本赤十字社和歌山医療センター

※

〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通四丁目２０番地

073-422-4171

医療法人創和会 重井医学研究所附属病院

※

〒701-0202 岡山県岡山市南区山田２１１７

086-282-5311

県立広島病院

※

〒734-8530 広島県広島市南区宇品神田一丁目５番５４号

082-254-1818

JR広島病院

※

〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里三丁目１番３６号

082-262-1171

香川県立中央病院

※

〒760-8557 香川県高松市朝日町１丁目２－１

087-811-3333

愛媛大学医学部附属病院

※

〒791-0295 愛媛県東温市志津川

089-964-5111

社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院

※

〒793-0027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１

0897-55-5100

高知大学医学部附属病院

※

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮185番地1

088-866-5811

久留米大学病院

※

〒830-0011 福岡県久留米市旭町67

0942-35-3311

しみずクリニック

〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋4-9-16

092-562-0075

福冨内科クリニック

〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町1-16 多田ビル2F

092-292-8494

〒802-0832 福岡県北九州市小倉南区下石田1丁目2番8号

093-961-4118

〒804-0093 福岡県北九州市戸畑区沢見２丁目５番１号

093-871-5421

広島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県
医療法人岩本内科医院

※

社会医療法人共愛会 戸畑共立病院

長崎県

福岡赤十字病院

※

〒815-8555 福岡県福岡市南区大楠３丁目１－１

092-521-1211

独立行政法人労働者健康福祉機構 長崎労災病院

※

〒857-0134 長崎県佐世保市瀬戸越2丁目12番5号

0956-49-2191

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1000番地

0968-43-6611

山鹿中央病院
熊本県
くまもと森都総合病院

※

〒862-8655 熊本県熊本市中央区新屋敷1丁目17-27

096-364-6000

大分県

大分大学医学部附属病院

※

〒879-5593 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1丁目1番地

097-549-4411

宮崎県

串間市民病院

※

〒888-0001 宮崎県串間市大字西方7917番地

0987-72-1234

琉球大学医学部附属病院

※

〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地

098-895-3331

〒902-8511 沖縄県那覇市古島２丁目３１番地１

098-884-5111

沖縄県
那覇市立病院

