
日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療機関名 都道府県 住所

なかの呼吸器科内科クリニック 01_北海道 旭川市1条通18丁目189-1

あさひかわ福祉生協銀座通内科クリ

ニック
01_北海道 旭川市3条通15丁目820-1

医療法人回生会 大西病院 01_北海道 旭川市4条通11丁目右3号

大橋耳鼻咽喉科医院 01_北海道 旭川市4条通12丁目

和田産婦人科医院 01_北海道 旭川市4条通15丁目右8号

医療法人社団功和会 佐久間病院 01_北海道 旭川市5条通7丁目左7号

医療法人清陵会 藤井病院 01_北海道 旭川市旭町1条3丁目841番地の138

若山クリニック 01_北海道 旭川市旭町2条13丁目297-9

社会医療法人元生会 森山メモリアル病

院
01_北海道 旭川市旭町2条1丁目31

三上神経科内科クリニック 01_北海道 旭川市旭町2条6丁目オークヒルズ2-6

しだ内科医院 01_北海道 旭川市旭町一条15丁目2146

医療法人仁友会 永山腎泌尿器科クリ

ニック
01_北海道 旭川市永山2条7丁目60番

なかむら整形外科クリニック 01_北海道 旭川市永山7条16丁目2-17

かなせき耳鼻咽喉科医院 01_北海道 旭川市永山7条5丁目9-9

パワーズ内科胃腸科クリニック 01_北海道 旭川市永山十一条4丁目

たかはし耳鼻咽喉科・アレルギー科 01_北海道 旭川市宮下通7丁目 駅前ビル4F

(医)くまいクリニック 01_北海道
旭川市宮下通9丁目396-1 たまメデイカルビル

3階

医療法人社団にしきまち通りクリニッ

ク
01_北海道 旭川市錦町16丁目2661番8

高木小児科医院 01_北海道 旭川市三条通2丁目右1

整形外科内科吉田医院 01_北海道
旭川市三条通9丁目551-2 ダイメックスビル

1F

佐藤内科小児科医院 01_北海道 旭川市住吉4条2丁目1-5

こんの優眼科クリニック 01_北海道 旭川市曙1-6-2-1

旭川赤十字病院 01_北海道 旭川市曙1条1丁目1番1号

かむい耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 旭川市神居2条10丁目2番5号

医療法人社団 やまもとこどもクリニッ

ク
01_北海道 旭川市神居二条21丁目91-1

医療法人社団 東旭川宏生会 林医院 01_北海道 旭川市東旭川南一条5丁目8-20

なかむら耳鼻咽喉科医院 01_北海道 旭川市東光13条2丁目1-22

道北勤医協 一条クリニック 01_北海道 旭川市東光1条1丁目1-16

道北勤医協 一条通病院 01_北海道 旭川市東光1条1丁目1-17

さとう整形外科胃腸科医院 01_北海道 旭川市東光3条3丁目3番13号

大山内科医院 01_北海道 旭川市東光7条6丁目1-16
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ふくい内科小児科医院 01_北海道 旭川市東光四条6丁目186-1

東光マタニティクリニック 01_北海道 旭川市東光十条6丁目2-14

沼崎病院 01_北海道 旭川市八条通8-43

医療法人 呼吸器内科・内科とおるクリ

ニック
01_北海道 旭川市豊岡2条7丁目4番12号

医療法人社団 みずうち産科婦人科 01_北海道 旭川市豊岡4条3丁目2-3

医療法人 歓生会 豊岡中央病院 01_北海道 旭川市豊岡7条2丁目1番5号

豊岡小児クリニック 01_北海道 旭川市豊岡8条4丁目7の18番地

いちかわ耳鼻咽喉科医院 01_北海道 旭川市豊岡九条7丁目1-1

医)社団 富山耳鼻咽喉科医院 01_北海道 旭川市本町2丁目437-153

いずみ眼科 01_北海道 旭川市末広1条1丁目3-1

池田内科医院 01_北海道 旭川市末広1条5丁目1-24

医療法人社団 博彰会 佐野病院 01_北海道 旭川市末広3条3丁目1-15

いまだ耳鼻咽喉科 01_北海道 旭川市末広4条1丁目1番6号

医療法人フクダ フクダクリニック 01_北海道 旭川市末広5条7丁目1-1

中根耳鼻咽喉科医院 01_北海道 旭川市末広東1条2丁目2番6号

上村産科婦人科医院 01_北海道 旭川市末広東1条3丁目1-5

吉野耳鼻咽喉科 01_北海道 旭川市末広六条4丁目1-4

医療法人光健会 十川眼科 01_北海道 旭川市緑が丘東3条1丁目12-18

医療法人 ニセコ医院 01_北海道 虻田郡ニセコ町字富士見2番地

洞爺温泉病院 01_北海道 虻田郡洞爺湖町洞爺町54番地41

社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院 01_北海道 伊達市舟岡町214番地22

医療法人社団倭会 ミネルバ病院 01_北海道 伊達市松ヶ枝町245番地1

浦河町立荻伏診療所 01_北海道 浦河郡浦河町荻伏町34-37

医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 01_北海道 河東郡音更町木野西通14丁目2-1

公益財団法人 北海道医療団 音更病院 01_北海道 河東郡音更町緑陽台南区2番地6

鹿追町国民健康保険病院 01_北海道 河東郡鹿追町東町1丁目38番地

医療法人社団和漢全人会 花月クリニッ

ク
01_北海道 樺戸郡新十津川町字花月201番地68

くがメディカルクリニック 01_北海道 茅部郡森町字森川町278-85

医療法人北翔会 岩見沢北翔会病院 01_北海道 岩見沢市10条西21丁目1番地1

大月クリニック 01_北海道 岩見沢市2条西6丁目3番地2

医療法人社団 倉増整形外科 01_北海道 岩見沢市2条西7丁目1番地3

竹内眼科医院 01_北海道 岩見沢市7条西6丁目1-1

東町ファミリークリニック 01_北海道 岩見沢市東町一条八丁目932-74

医療法人社団 森川内科クリニック 01_北海道 岩見沢市六条東1-10-3

医療法人社団 石山内科循環器科クリ

ニック
01_北海道 岩内郡岩内町宮園8-1

千葉外科医院 01_北海道 岩内郡岩内町字高台191番地2

2 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

みどり野医院 01_北海道 空知郡南幌町栄町1-1-20

町立南幌病院 01_北海道 空知郡南幌町元町2丁目2番1号

医療法人社団信診連 遠矢クリニック 01_北海道 釧路郡釧路町河畔7丁目51-1

社会医療法人孝仁会 新くしろクリニッ

ク
01_北海道 釧路郡釧路町睦2丁目1番地6

北海道立阿寒湖畔診療所 01_北海道 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-5-22

社会福祉法人扶躬会 鶴の園クリニック 01_北海道 釧路市阿寒町富士見2-5-43

医療法人社団明眸会 カケハシ眼科内科 01_北海道 釧路市共栄大通り9丁目2番7号

やひろクリニック 01_北海道 釧路市若竹町14-5

釧路北病院 01_北海道 釧路市昭和190番地105

医療法人社団うえはら耳鼻咽喉科クリ

ニック
01_北海道 釧路市昭和南3丁目10-12

中村眼科医院 01_北海道 釧路市大町4丁目1番1号

シロアムこどもクリニック 01_北海道 釧路市鶴ケ岱2-2-10

ふみぞの松田皮膚科 01_北海道 釧路市文苑4-2-10

医療法人社団高橋耳鼻咽喉科 01_北海道 恵庭市栄恵町126番地

恵み野耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 恵庭市恵み野西2-2-16

医療法人社団 恵庭南病院 01_北海道 恵庭市住吉町2丁目4-14

めぐみの眼科 01_北海道 恵庭市中島町5-8-1

江別谷藤脳神経クリニック 01_北海道 江別市幸町4-10

もりもと耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 江別市高砂町25-11

はまもと内科クリニック 01_北海道 江別市上江別東町4-27

医療法人社団颯樹会よしなりこどもク

リニック
01_北海道 江別市上江別東町44-17

なかざわ整形外科クリニック 01_北海道 江別市大麻ひかり町32-1

医療法人社団親寿会 池永クリニック 01_北海道 江別市文京台東町11-24

内科循環器科 白樺通りクリニック 01_北海道 江別市野幌若葉町40-11

医療法人社団仁寿会 ささなみ内科クリ

ニック
01_北海道 江別市野幌町66番地2

紺野内科医院 01_北海道 江別市野幌東町19-5

もみじ台内科診療所 01_北海道 札幌市厚別区もみじ台西6-1-4

医)育愛こども医院 01_北海道 札幌市厚別区厚別西二条3丁目7-6

医療法人社団 浜辺晃循環器科内科クリ

ニック
01_北海道

札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15 新札幌セ

ンタービル3階

医療法人社団 花岡神経クリニック 01_北海道
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2番15号 新札

幌センタービル4階
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新札幌こども発達クリニック 01_北海道
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3-1 ホクノー

新札幌ビル4F

新さっぽろメンタルクリニック 01_北海道
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目3-1 ホクノー

新札幌ビル3階

いがらし眼科クリニック 01_北海道
札幌市厚別区厚別中央2条2丁目2-3 ひばりが

丘ドクタータウン

医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院 01_北海道 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12番1号

はしもとクリニック 01_北海道 札幌市厚別区厚別中央二条1丁目4-15

新札幌眼科 01_北海道 札幌市厚別区厚別中央二条4丁目9-4

おおにし内科・リウマチ科クリニック 01_北海道 札幌市厚別区厚別中央二条5丁目4-6

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 01_北海道 札幌市厚別区上野幌1条2丁目1-10

医療法人社団 椿原こどもクリニック 01_北海道 札幌市厚別区上野幌二条2丁目3-11

医療法人社団  青葉産婦人科クリニッ

ク
01_北海道 札幌市厚別区青葉町6丁目1番9号

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 01_北海道 札幌市厚別区大谷地東1丁目1-1

伊東皮フ科クリニック 01_北海道 札幌市厚別区大谷地東4丁目1-2

医療法人社団隆恵会 わだ内科外科クリ

ニック
01_北海道 札幌市手稲区金山1条2丁目1-16

まえだ森林クリニック 01_北海道 札幌市手稲区手稲前田496番地11

手稲よこい眼科 01_北海道 札幌市手稲区手稲本町1条3丁目3-1

手稲山クリニック 01_北海道 札幌市手稲区曙5条3丁目1-1

新発寒ファミリークリニック 01_北海道 札幌市手稲区新発寒5条5丁目6-21

水口整形外科医院 01_北海道 札幌市手稲区新発寒5条6丁目1番5号

札幌秀友会病院 01_北海道 札幌市手稲区新発寒5条6丁目2-1

たかだ小児クリニック 01_北海道
札幌市手稲区星置1条4丁目2-12 星置駅前メ

ディカル1階

下田ひふ科耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 札幌市手稲区星置1条4丁目6-3

おのでら内科クリニック 01_北海道 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目1-1

医療法人 札幌緑誠病院 01_北海道 札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目18-11

ささき内科クリニック 01_北海道 札幌市手稲区西宮の沢三条1丁目12-25

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 01_北海道 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40

ていね耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 札幌市手稲区前田5条6丁目3-23

ていね泌尿器科 01_北海道 札幌市手稲区前田6条7丁目1-12

小笠原眼科 01_北海道 札幌市手稲区前田五条12-13-33

医療法人渓仁会 手稲家庭医療クリニッ

ク
01_北海道 札幌市手稲区前田二条10丁目1-10

医療法人社団 わたなべクリニック 01_北海道 札幌市手稲区富丘2条7丁目2番6号

あすかぜ内科循環器クリニック 01_北海道 札幌市手稲区明日風5丁目19-26
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社会医療法人 札幌清田病院 01_北海道 札幌市清田区真栄1条1丁目1-1

みみ はな のど すずきENTクリニック 01_北海道 札幌市清田区真栄3条2丁目18-35

医療法人社団 清田小児科医院 01_北海道 札幌市清田区清田1条4丁目5-30

医療法人社団 美しが丘整形外科 01_北海道 札幌市清田区清田4条1丁目2-5

医療法人社団 鈴木内科医院 01_北海道 札幌市清田区清田4条2丁目10-25

美しが丘耳鼻咽喉科 01_北海道 札幌市清田区美しが丘三条5丁目9-10

つかはら内科クリニック 01_北海道
札幌市清田区平岡1条5丁目3-5 平岡ドクター

タウン

平岡眼科クリニック 01_北海道 札幌市清田区平岡6条2丁目2-10

(医)平岡公園整形外科・消化器科クリ

ニック
01_北海道 札幌市清田区平岡公園東1丁目12-12

医療法人社団 すえおかこどもクリニッ

ク
01_北海道

札幌市清田区平岡公園東5丁目12番10号 メ

ディカルビル平岡公園東1階

医療法人社団 ひらおか内科胃腸科 01_北海道 札幌市清田区平岡六条3丁目10-1

医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札

幌整形循環器病院
01_北海道 札幌市清田区北野1条2丁目11-30

小野内科医院 01_北海道 札幌市清田区北野5条5丁目15-27

北野通り眼科 01_北海道 札幌市清田区北野二条2丁目12-8

社会医療法人孝仁会 札幌西孝仁会クリ

ニック
01_北海道

札幌市西区宮の沢1条1丁目1-30 宮の沢ターミ

ナルビル2階

医療法人社団 ともこレディースクリ

ニック
01_北海道

札幌市西区琴似2条1丁目1-20 琴似タワープラ

ザ2F

湯浅内科クリニック 01_北海道 札幌市西区琴似条7丁目2-5

ゆめみレディースクリニック 01_北海道
札幌市西区琴似二条5丁目1-3  琴似パークマ

ンション2F

ため小児科医院 01_北海道 札幌市西区山の手2条1丁目6-14

クリニークアンジェ牧山内科 01_北海道 札幌市西区山の手3条12丁目1-34

医療法人 札幌山の上病院 01_北海道 札幌市西区山の手6条9丁目1-1

勤医協札幌西区病院 01_北海道 札幌市西区西町北19丁目1番5号

なかお眼科 01_北海道
札幌市西区西町北20丁目3-10 SR宮の沢メ

ディカルビル3階

宮の沢整形外科クリニック 01_北海道
札幌市西区西町北20丁目3番10号 SR宮の沢メ

ディカルビル2階

医療法人社団 西野おおくぼ整形外科 01_北海道 札幌市西区西野3-7-5-1

おのだ眼科 01_北海道 札幌市西区西野5条3丁目1番5号

西さっぽろ脳神経外科クリニック 01_北海道 札幌市西区西野三条6丁目7-50

西野六条クリニック 01_北海道 札幌市西区西野六条7丁目1-1

札幌北円山内科・内視鏡クリニック 01_北海道
札幌市西区二十四軒1条5丁目1番34号 メディ

カルスクエア北円山2階
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なかや内科クリニック 01_北海道 札幌市西区二十四軒3条1丁目1-18

藤屋医院 01_北海道 札幌市西区二十四軒三条5丁目4番28号

エム・オー・エー札幌クリニック 01_北海道
札幌市西区二十四軒四条2丁目8-31 MOAアー

トホール北海道3F

医療法人社団 琴似タワープレイス耳鼻

咽喉科
01_北海道

札幌市西区八軒1条西1丁目2-10 ザ・タワープ

レイス 2F

札幌大庭眼科 01_北海道 札幌市西区八軒5条西 1-1-50

医療法人社団 北裕会 札幌記念病院 01_北海道 札幌市西区八軒九条西10丁目1-11

宮の沢内科・循環器科クリニック 01_北海道
札幌市西区発寒6条11丁目 1-1 新道北口ビル2

階

はねだ内科クリニック 01_北海道 札幌市西区発寒6条3丁目2-10

かなや内科クリニック 01_北海道
札幌市西区発寒七条12丁目3-46 発寒クリニッ

クビル1階 かなや内科クリニック

宮の沢内科循環器科クリニック 01_北海道
札幌市西区発寒六条11丁目1-1 新道北口ビル

2F

慈啓会病院 01_北海道 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6-50

医療法人渓仁会 札幌西円山病院 01_北海道 札幌市中央区円山西町4丁目7-25

札幌大通西16丁目はなえみレディース

クリニック
01_北海道

札幌市中央区大通西16丁目1-10 ITCセンター

ビル6F

愛おおぐろ眼科 01_北海道
札幌市中央区大通西17丁目1-27 札幌メディケ

アセンタービル3階

医療法人スパイン 札幌スパインクリ

ニック
01_北海道

札幌市中央区大通西17丁目1-27 札幌メディケ

アセンタービル3階

黒川メンタルクリニック 01_北海道
札幌市中央区大通西18丁目1番30 道新西ビル

二階

大通眼科 01_北海道 札幌市中央区大通西2丁目5番地 都心ビル8階

スワン アイ クリニック 01_北海道 札幌市中央区大通西3丁目11番地 北洋ビル1階

さっぽろ大通り内視鏡クリニック 01_北海道
札幌市中央区大通西4丁目6-1 札幌大通西4ビ

ル5階

石部基実クリニック 01_北海道
札幌市中央区大通西5丁目1-1 桂和大通ビル38 

10F

大通公園循環器クリニック 01_北海道 札幌市中央区大通西5丁目8 昭和ビル5階

北海道医師会 01_北海道 札幌市中央区大通西6丁目

医療法人社団岡本内科クリニック 01_北海道
札幌市中央区大通西7丁目 アセットプランニ

ング大通ビル3F

氏家記念こどもクリニック 01_北海道 札幌市中央区大通東3丁目1-1
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医療法人社団清俊会 やまむらクリニッ

ク
01_北海道

札幌市中央区大通東4丁目1-19 大通東やまむ

らセンタービル6階

医療法人社団石史山会 札幌スポーツク

リニック
01_北海道

札幌市中央区大通東4丁目1番19号 大通東やま

むらセンタービル

医療法人社団 今井内科小児科医院 01_北海道 札幌市中央区南11条西18丁目1-25

田代内科呼吸器科クリニック 01_北海道
札幌市中央区南11条西8丁目2-1 ドミ16中島

公園1階

医療法人山美会 札幌山鼻整形外科 01_北海道 札幌市中央区南15条西11丁目1ー3

医療法人藻友会 札幌いしやま病院 01_北海道 札幌市中央区南15条西11丁目2番1号

中央内科医院 01_北海道 札幌市中央区南15丁目2-1-1

医療法人讃生会 腎・透析クリニック南

1条
01_北海道

札幌市中央区南1条西14丁目291-81 ウィステ

リア南1条ビル3階

Do-Clinic 整形・運動器リハビリテー

ション
01_北海道

札幌市中央区南1条西14丁目291-81 ウィステ

イア南1条ビル3F

医療法人社団 小泉皮膚科クリニック 01_北海道 札幌市中央区南1条西27丁目1-41

(医) モリタ内科胃腸科クリニック 01_北海道 札幌市中央区南1条西4丁目5番 大手町ビル6階

医療法人社団 北和会 大通り乳腺・甲

状腺クリニック
01_北海道

札幌市中央区南1条西6丁目11 札幌北辰ビル1

階

中川胃腸科 01_北海道
札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンター

ビル1号館8階

一般財団法人 札幌同交会病院 01_北海道 札幌市中央区南2条西19丁目

桜井内科 胃腸内科 01_北海道
札幌市中央区南2条西3丁目12-5 FCビル南2条

8F

医療法人社団 高木医院 耳鼻咽喉科・

アレルギー科
01_北海道 札幌市中央区南8条西18丁目1-15

旭山内科クリニック 01_北海道 札幌市中央区南8条西24丁目

医療法人社団産婦人科 吉尾医院 01_北海道 札幌市中央区南8条西3丁目1-7

あけぼの皮フ科 01_北海道 札幌市中央区南8条西9丁目755-28

社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 01_北海道 札幌市中央区南9条西10丁目1番50号

西三丁目眼科 01_北海道 札幌市中央区南一条西3丁目8

札幌そうせいイーストクリニック 01_北海道 札幌市中央区南一条東1丁目3

みたに胃腸内科 01_北海道 札幌市中央区南十三条西22丁目2-11

はせ小児科クリニック 01_北海道 札幌市中央区南十四条西18丁目4-3

(医)松家内科小児科医院 01_北海道 札幌市中央区南十七条西6丁目4-13

あんざい内科クリニック 01_北海道 札幌市中央区南十六条西7丁目2-15

札幌外科記念病院 01_北海道 札幌市中央区南二十三条西十五丁目1-30

桑園むねやす眼科 01_北海道
札幌市中央区北10条西15丁目1-4 ブランズ桑

園駅前イースト1F

7 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

札幌渓仁会リハビリテーション病院 01_北海道 札幌市中央区北10条西17丁目36-13

市立札幌病院 01_北海道 札幌市中央区北11条西13丁目1-1

のだレディースクリニック 01_北海道
札幌市中央区北11条西15丁目2-1 桑園メディ

カルプラザ2階

円山ため小児科 01_北海道
札幌市中央区北1条西23丁目2-14 RK円山鳥居

前ビル3階

小野百合内科クリニック 01_北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3-27

胃腸科・内科 吉田裕司クリニック 01_北海道
札幌市中央区北2条西3丁目1-21 札幌北2条ビ

ル2F

医療法人社団 ちかま胃腸科内科クリ

ニック
01_北海道 札幌市中央区北2条西3丁目 朝日生命ビル6F

昂希内科クリニッ ク 01_北海道 札幌市中央区北3条西24丁目1ー22

本田眼科 01_北海道 札幌市中央区北3条西2丁目 本田ビル5F

いの眼科 01_北海道 札幌市中央区北5条西27丁目2-3-2F

札幌ワーカーズクリニック 01_北海道
札幌市中央区北5条西2丁目 JRタワー・オフィ

スプラザさっぽろ7階

医療法人社団 仁誠会 東邦内科クリ

ニック
01_北海道

札幌市中央区北一条西4丁目2-2 札幌ノースプ

ラザ3F

アスティ相沢眼科 01_北海道
札幌市中央区北四条西5丁目1 アスティ45ビル

6F

札幌フジクリニック 01_北海道
札幌市中央区北四条西5丁目1 アスティ45ビル

5F

市立札幌病院前ひゃくまち眼科 01_北海道
札幌市中央区北十一条西15-2-1 サンエーアイ

ンビル1階

医療法人社団 佐々木内科クリニック 01_北海道 札幌市中央区北十条西20丁目1-5

緑の森皮フ科クリニック 01_北海道
札幌市中央区北二条西3丁目 朝日生命札幌ビ

ル5階

さの内科循環器クリニック 01_北海道 札幌市東区東苗穂12条2丁目21-15

勤医協中央病院 01_北海道 札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1

勤医協伏古10条クリニック 01_北海道 札幌市東区伏古10条3丁目2

札幌佐藤病院 01_北海道 札幌市東区伏古二条4丁目10-15

医療法人社団 川島医院 01_北海道 札幌市東区北11条東10丁目1-1

社会医療法人 母恋 天使病院 01_北海道 札幌市東区北12条東3丁目1-1

光星耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 札幌市東区北12条東7丁目1-35

医療法人社団 能戸眼科医院 01_北海道 札幌市東区北12条東7丁目1-35

光星メディカルクリニック 01_北海道 札幌市東区北12条東7丁目1-35

北愛医院 01_北海道
札幌市東区北16条東16丁目1番13号 北愛メ

ディカルビル2階

8 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人セレス さっぽろ神経内科病院 01_北海道 札幌市東区北21条東21丁目2番1号

医療法人札幌麻生脳神経外科病院 01_北海道 札幌市東区北22条東1丁目1-40

明園内科医院 01_北海道 札幌市東区北23条東13丁目1-15

豊生会 元町総合クリニック 01_北海道 札幌市東区北25条東20丁目7-1

医療法人社団 平澤内科呼吸器科クリ

ニック
01_北海道 札幌市東区北25条東3丁目3-11

北光記念クリニック 01_北海道 札幌市東区北27条東8丁目1番15号

北光記念病院 01_北海道 札幌市東区北27条東8丁目1番6号

医療法人社団 石田内科小児科医院 01_北海道 札幌市東区北30条東13丁目3-10

あべ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニッ

ク
01_北海道 札幌市東区北31条東16丁目1-2

むぎのこ発達クリニック 01_北海道 札幌市東区北36条東8丁目1-35

栄町消化器・内視鏡内視鏡内科クリ

ニック
01_北海道 札幌市東区北40条東15丁目2-5

東栄内科クリニック 01_北海道 札幌市東区北41条東16丁目3-14

みきファミリークリニック 01_北海道 札幌市東区北41条東7丁目3-12

医療法人社団 奥泉整形外科 01_北海道 札幌市東区北41条東8丁目3-7

医療法人札幌ハートセンター 01_北海道 札幌市東区北49条東16丁目8-1

アリオ札幌耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオ札幌2階

にしはら内科クリニック 01_北海道 札幌市東区北三十条東1丁目4-1

札幌共立医院 01_北海道 札幌市東区北四十八条東1丁目1-5

医)山本内科・眼科クリニック 01_北海道 札幌市東区北十五条東十五丁目4-15

北愛医院 01_北海道
札幌市東区北十六条東16丁目1-13 北愛メディ

カルビル2F

明園内科医院 01_北海道 札幌市東区北二十三条東13丁目1-15

かいせい内科医院 01_北海道 札幌市東区北二十三条東21丁目3-17

元町眼科クリニック 01_北海道 札幌市東区北二十四条東15丁目4-10

北海道消化器科病院 01_北海道 札幌市東区本町1条1丁目2-10

医療法人社団 真駒内キッズクリニック 01_北海道 札幌市南区真駒内上町1丁目1-25

医療法人仁楡会 仁楡会病院 01_北海道 札幌市南区澄川2条1丁目3-8

(特定)医療法人社団 林下病院 01_北海道 札幌市南区澄川4条5丁目9番38号

医療法人社団 明友会 澄川たかだ皮フ

科クリニック
01_北海道 札幌市南区澄川6条4丁目11-10 MIビル2階

千秋内科医院 01_北海道 札幌市南区澄川6条4丁目11-7

石山メンタルクリニック 01_北海道 札幌市南区石山2条8丁目2-11

百町内科呼吸器内科 01_北海道 札幌市南区石山一条2丁目1-22
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医療法人社団 芸術の森泌尿器科 01_北海道 札幌市南区石山東3丁目1番31号

医療法人為久会 札幌共立五輪橋病院 01_北海道 札幌市南区川沿2条1丁目2番54号

なかがわ内科循環器科クリニック 01_北海道 札幌市南区川沿5条2丁目2番8号

医療法人社団 川沿眼科 01_北海道 札幌市南区川沿8条2丁目1-8 吉田ビル3F

医療法人渓仁会 定山渓病院 01_北海道 札幌市南区定山渓温泉西3丁目71

勤医協札幌病院(無料低額診療制度実施

中)
01_北海道 札幌市白石区菊水4条1丁目9-22

北海道がんセンター 01_北海道 札幌市白石区菊水四条2丁目3-54

みなみハート内科クリニック 01_北海道
札幌市白石区菊水六条2丁目1-34 シュタット

ハウス札幌1F

川北内科循環器科医院 01_北海道 札幌市白石区川北2条3丁目2-25

東札幌脳神経クリニック 01_北海道
札幌市白石区東札幌3条3丁目13-1 シヴァビル

3F

社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院 01_北海道 札幌市白石区東札幌6条6丁目5番1号

さくら耳鼻咽喉科 01_北海道
札幌市白石区東札幌三条3丁目13-1 シヴァビ

ル2F

医療法人社団 EVEウィミンズクリニッ

ク
01_北海道 札幌市白石区南郷通21丁目南5-41

医療法人社団 白石こどもクリニック 01_北海道
札幌市白石区南郷通2丁目北2番1号 ル・ノー

ル南郷街 1階

白石中央病院 01_北海道 札幌市白石区平和通3丁目北2番3号

医療法人 平和の森耳鼻咽喉科クリニッ

ク
01_北海道 札幌市白石区平和通5丁目北11番20号

北郷眼科クリニック 01_北海道 札幌市白石区北郷2条4丁目3番5号

医療法人社団宏仁会 北郷皮膚科医院 01_北海道 札幌市白石区北郷三条8丁目5-28

医療法人社団みどり内科クリニック 01_北海道
札幌市白石区本郷通13丁目南4-27 ムトウビル

2F

医療法人社団豊武会 幌東病院 01_北海道 札幌市白石区本郷通7丁目南4-30

医療法人社団 大橋眼科 01_北海道 札幌市白石区本通6丁目北1-1

札幌白石記念病院 01_北海道 札幌市白石区本通8丁目南1-10

川村小児科医院 01_北海道 札幌市豊平区月寒西二条10丁目2-75

社会医療法人 孝仁会 北海道大野病院

付属はまや循環器クリニック
01_北海道

札幌市豊平区月寒中央通7-6-20  JA月寒中央

ターミナルビル5F

かとう眼科クリニック 01_北海道
札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 JA月寒中

央ビル5階

医療法人社団 幸英会 月寒東整形外科 01_北海道 札幌市豊平区月寒東1条11丁目2-5

しらかば泌尿器科クリニック 01_北海道
札幌市豊平区月寒東2条18丁目7-23 松本メ

ディカル2階

札幌しらかば台病院 01_北海道 札幌市豊平区月寒東2条18丁目7-26
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島崎外科・胃腸科 01_北海道 札幌市豊平区月寒東2条4丁目7-2

岡整形外科医院 01_北海道 札幌市豊平区西岡3条11丁目10-1

さかた眼科ファミリークリニック 01_北海道 札幌市豊平区西岡3条11丁目9-11

松本内科クリニック 01_北海道 札幌市豊平区西岡4条1丁目5-1

医療法人社団 西岡じび咽喉科クリニッ

ク
01_北海道

札幌市豊平区西岡4条4丁目1-1 西岡メディカ

ルビル3階

はらや整形外科 01_北海道 札幌市豊平区西岡5条1丁目6-28

医療法人社団 西岡こどもクリニック 01_北海道
札幌市豊平区西岡四条4丁目1-1 西岡メディカ

ルビル2F

しもでメンタルクリニック 01_北海道 札幌市豊平区中の島2条1-3-25

中の島診療所 01_北海道 札幌市豊平区中の島2条2丁目2-1

華岡青洲記念病院 01_北海道 札幌市豊平区美園3条5丁目3番1号

美園産婦人科小児科 01_北海道 札幌市豊平区美園四条3丁目2-19

小椋こどもクリニック 01_北海道
札幌市豊平区福住2条1丁目2-5 イトーヨーカ

ドー福住店6F

みと内科循環器クリニック 01_北海道 札幌市豊平区福住一条1丁目7-1

医療法人社団 山口整形外科クリニック 01_北海道 札幌市豊平区平岸2条14丁目1-22

根本耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 札幌市豊平区平岸4条14丁目2-3

古山小児科内科医院 01_北海道 札幌市豊平区平岸5条6丁目

医療法人社団 高台病院 01_北海道 札幌市豊平区平岸7条12丁目1番39号

医療法人社団 平岸本町内科クリニック 01_北海道 札幌市豊平区平岸三条6丁目1-36

医療法人社団 とよひら公園内科クリ

ニック
01_北海道 札幌市豊平区豊平4条11丁目3-5

厚生診療所 01_北海道 札幌市豊平区豊平6条6丁目2-1

札幌ライラック病院 01_北海道 札幌市豊平区豊平6条8丁目2番18号

三浦内科循環器クリニック 01_北海道 札幌市豊平区豊平六条2丁目2-12

あいの里内科消化器科クリニック 01_北海道 札幌市北区あいの里1条6丁目2番2号

かしま内科クリニック 01_北海道 札幌市北区あいの里2条3丁目16-7

荒木病院 01_北海道 札幌市北区篠路3条2丁目1番92号

しのろ駅前医院 01_北海道 札幌市北区篠路4条6丁目11-17

服部ファミリークリニック 01_北海道 札幌市北区新琴似11条17丁目1-23

医療法人社団 横山医院 01_北海道 札幌市北区新琴似8条13丁目1-4

医療法人 麻生整形外科病院 01_北海道 札幌市北区新琴似8条2丁目2番5号

佐野耳鼻咽喉科 01_北海道 札幌市北区新琴似8条6丁目5番10号

池田内科 01_北海道 札幌市北区新琴似一条13丁目1-7

医療法人社団おおさき内科 01_北海道 札幌市北区新琴似七条九丁目6-21

社会医療法人延山会 北成病院 01_北海道 札幌市北区新川西三条二丁目10-1
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創成川通整形外科 01_北海道 札幌市北区太平4条3丁目2-1

医療法人社団 太平眼科 01_北海道 札幌市北区太平十条1丁目2-1

医療法人社団たちばなこどもクリニッ

ク
01_北海道 札幌市北区屯田4条1丁目7-10

浜岡皮膚科クリニック 01_北海道 札幌市北区屯田7条4丁目7-34

医療法人社団 ゆりがはら内科ケア&ク

リニック
01_北海道 札幌市北区百合が原7-4-25

はらだ腎泌尿器クリニック 01_北海道
札幌市北区北11条西14丁目1-1 ほくやくビル

4F

医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウ

イメンズホスピタル
01_北海道 札幌市北区北13条西4丁目2-23

北海道大学病院 01_北海道 札幌市北区北14条西5丁目

大塚眼科病院 01_北海道 札幌市北区北16条西4丁目2-17

ながお内科循環器クリニック 01_北海道
札幌市北区北17条西3丁目2-1 ウイステリア

N17

医療法人社団 心優会 中江病院 01_北海道 札幌市北区北22条西7丁目4-1

いせ眼科クリニック 01_北海道
札幌市北区北24条西14丁目3-8 北24条通メ

ディカルプレイス4階

医療法人社団 和仁会 平田内科クリ

ニック
01_北海道 札幌市北区北24条西14丁目3番15号

医療法人社団 眞明会 今医院 01_北海道 札幌市北区北25条西8丁目2-3

社会医療法人 北楡会 開成病院 01_北海道 札幌市北区北33条西6丁目2-35

医療法人社団 ささもと眼科クリニック 01_北海道
札幌市北区北39条西5丁目1-15 北電商販サト

ウビル2F

医療法人 泰睛会 ひきち眼科 01_北海道
札幌市北区北7条西5丁目7-1 札幌北スカイビ

ル14階

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニック 01_北海道
札幌市北区北7条西5丁目7-6 第27ビッグ札幌

北スカイビル4F

さわむら脳神経・透析クリニック 01_北海道 札幌市北区北七条西5丁目7番1号

やすおか皮膚科クリニック 01_北海道 札幌市北区北二十三条西5丁目 Jビル1F

医療法人社団リズミック産婦人科クリ

ニック
01_北海道

札幌市北区北二十二条西5丁目1-32 ボアソル

テN22 2F

北25条メンタルクリニックあいさに 01_北海道 札幌市北二十五条西5丁目1-3 リーブル25-1F

医療法人社団幾生会 南そらち記念病院 01_北海道 三笠市岡山506番地8号

市立三笠総合病院 01_北海道 三笠市宮本町489-1

中頓別町国民健康保険病院 01_北海道 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地

いな川こどもクリニック 01_北海道 室蘭市寿町1-5-14
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三村病院 01_北海道 室蘭市中島町3丁目32番15号

くろまつないブナの森診療所 01_北海道 寿都郡黒松内町306-1

小樽掖済会病院 01_北海道 小樽市稲穂1丁目4番1号

松原内科クリニック 01_北海道 小樽市稲穂2-11-13 協和稲穂ビル1F

本間内科医院 01_北海道 小樽市稲穂2-19-13

医療法人社団心優会 野口病院 01_北海道 小樽市稲穂2丁目22-6

藤澤心臓血管クリニック 01_北海道 小樽市稲穂3丁目1番16号

医療法人社団 安達内科医院 01_北海道 小樽市花園3-19-17

望洋クリニック 01_北海道 小樽市桜2-4-40

北海道社会事業協会小樽病院(略称 小

樽協会病院)
01_北海道 小樽市住之江1丁目6-15

木下病院 01_北海道 小樽市新光1丁目7番7号

髙村内科医院 01_北海道 小樽市赤岩1-15-14

小樽いのくち眼科 01_北海道 小樽市潮見台1-15-34

医療法人社団 青優会 南小樽病院 01_北海道 小樽市潮見台1-5-3

おたるイアクリニック 01_北海道 小樽市⾧橋2丁目17番16号

小笠原内科消化器科クリニック 01_北海道 松前郡福島町館崎350-27

医療法人 前田クリニック サホロクリ

ニック
01_北海道 上川郡新得町西2条南3丁目2-3

清水赤十字病院 01_北海道 上川郡清水町南2条2丁目

成田医院 01_北海道 深川市3条6番16号

斎藤整形外科医院 01_北海道 深川市7条9番38号

介護老人保健施設 エーデルワイス 01_北海道 深川市北光町2-10-22

今金診療所 01_北海道 瀬棚郡今金町今金359-12

岩間医院 01_北海道 瀬棚郡今金町今金48-13

今金町国保病院 01_北海道 瀬棚郡今金町字今金17-2

おくやま内科・外科クリニック 01_北海道 石狩郡当別町幸町51-32

勤医協当別診療所 01_北海道 石狩郡当別町末広118-52

福島医院 01_北海道 石狩市花川北2条2丁目202番地2

医療法人社団 鎌田内科クリニック 01_北海道 石狩市花川北2条5丁目60番地

こにし小児科医院 01_北海道 千歳市高台4丁目2番4号

医療法人同仁会 向陽台病院 01_北海道 千歳市若草1丁目10-11

医療法人社団いずみ会 北星病院 01_北海道 千歳市清流5丁目1-1

髙橋整形外科クリニック 01_北海道
千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ステー

ションプラザ5階

しののめクリニック 01_北海道 千歳市東雲町2丁目14-2

市立千歳市民病院 01_北海道 千歳市北光2丁目1番1号

ちとせおひさまこどもクリニック 01_北海道 千歳市北陽8丁目12-5

グリーンパーク整形外科クリニック 01_北海道 帯広市西12条南26丁目29
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医療法人社団 イワタクリニック 01_北海道 帯広市西12条北2丁目4-8

医療法人社団 刀圭会 協立病院 01_北海道 帯広市西16条北1丁目27番地

サンタさんこどもクリニック 01_北海道 帯広市西18条南4丁目6-3

帯広耳鼻咽喉科 01_北海道 帯広市西1条南12丁目10番地

いとう内科クリニック 01_北海道 帯広市西21条南4丁目3

横手内科クリニック 01_北海道 帯広市西22条南4丁目20-7

慶愛女性クリニック 01_北海道 帯広市西23条南2丁目

医療法人社団 慶香会 坂野産科婦人科 01_北海道 帯広市西9条南10丁目1番地3

さかい総合内科クリニック 01_北海道 帯広市西九条南13丁目4番地1

萩原医院 01_北海道 帯広市西四条南10丁目44番地

福井小児科医院 01_北海道 帯広市西二十五条南1-14

満岡内科・循環器クリニック 01_北海道 帯広市大空町3丁目14-3

大正クリニック 01_北海道 帯広市大正本町283番地3

医療法人社団 双葉形成外科医院 01_北海道 帯広市大通南16丁目5番地

慶愛病院 01_北海道 帯広市東3条南9丁目2

おびひろARTクリニック 01_北海道 帯広市東3条南9丁目3番地

さない歯科クリニック 01_北海道 帯広市東3条南9丁目5番地

圭仁会 佐藤医院 01_北海道 滝川市一の坂町東2-1-1

滝川栄町眼科 01_北海道 滝川市栄町2-9-3

こしお整形外科クリニック 01_北海道 滝川市空知町3-7-18

えべおつファミリークリニック 01_北海道 滝川市江部乙町東12丁目1-18

こどもクリニックはぐ 01_北海道 稚内市富岡4-3-2

十勝いけだ地域医療センター 01_北海道 中川郡池田町西二条5-25

(医)蒼生 くりばやし医院 01_北海道 中川郡池田町東2条7番地10

医療法人社団 翔嶺館 十勝の杜病院 01_北海道 中川郡幕別町字千住193番地4

忠類診療所 01_北海道 中川郡幕別町忠類幸町11-1

天塩町立国民健康保険病院 01_北海道 天塩郡天塩町字川口5699番地の3

社会医療法人 母恋 登別記念病院 01_北海道 登別市中央町1-1-4

特定医療法人社団 千寿会 三愛病院 01_北海道 登別市中登別町24-12

JCHO登別病院 01_北海道 登別市登別東町3丁目10番地22

医)よこやま耳鼻咽喉科・眼科クリニッ

ク
01_北海道 登別市富士町2丁目11番地11

いちむら小児科医院 01_北海道 苫小牧市ときわ町5丁目18番5号

合田内科小児科医院 01_北海道 苫小牧市音羽町2丁目17-3

メモリアル整形外科 01_北海道 苫小牧市花園町4-2-5

勤医協苫小牧病院 01_北海道 苫小牧市見山町1丁目8番23号

とよた腎泌尿器科クリニック 01_北海道 苫小牧市元中野町2-17-12

光洋いきいきクリニック 01_北海道 苫小牧市光洋町1-16-16
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山本耳鼻咽喉科みみはなのどクリニッ

ク
01_北海道 苫小牧市光洋町1-17-19

こうよう泌尿器科クリニック 01_北海道 苫小牧市光洋町2丁目6-13

(医)喜早眼科 01_北海道 苫小牧市桜木町3丁目9番4号

医療法人社団 花輪内科循環器科医院 01_北海道 苫小牧市三光町5丁目6-15

医療法人社団 玄洋会 メンタルケアわ

かくさ
01_北海道 苫小牧市若草町5丁目1-5

とまこまいこどもクリニック 01_北海道 苫小牧市住吉町1-2-8

特定医療法人 同樹会 苫小牧病院 01_北海道 苫小牧市新中野町3丁目9-10

いまい内科クリニック 01_北海道 苫小牧市双葉町1丁目4-2

たくしん小児科 01_北海道 苫小牧市拓勇西町3丁目1-1

とまこまい北星クリニック 01_北海道 苫小牧市拓勇東町4丁目4-6

医療法人社団 玄洋会 道央佐藤病院 01_北海道 苫小牧市樽前234

さくらファミリークリニック 01_北海道 苫小牧市東開町3-17-21

吉川医院 01_北海道 苫小牧市表町5丁目2-3

医療法人社団 三好内科胃腸科クリニッ

ク
01_北海道 苫小牧市豊川町3-6-1

みらい整形ペインクリニック 01_北海道 苫小牧市北栄町1-22-43

医療法人社団 苫小牧東部脳神経外科 01_北海道 苫小牧市北栄町2丁目27番27号

稲岡内科小児科 01_北海道 苫小牧市北光町2丁目7番10号

明野眼科クリニック 01_北海道 苫小牧市明野新町2丁目1番16号

道南勤医協八雲ユーラップ医院 01_北海道 二海郡八雲町末広町161番地

医療法人徳洲会 日高徳洲会病院 01_北海道 日高郡新ひだか町静内こうせい町1-10-27

新ひだか町立 静内病院 01_北海道 日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1

森田医院 01_北海道 白糠郡白糠町東二条北1-2-97

白老町立国民健康保険病院 01_北海道 白老郡白老町日の出町3丁目1番1号

斉藤内科クリニック 01_北海道 函館市亀田港町一番六号

えんどう桔梗こどもクリニック 01_北海道 函館市桔梗5丁目7番16号

うめき皮膚科 01_北海道 函館市桔梗町403-356

医療法人社団 ごとう内科胃腸科 01_北海道 函館市駒場町16-14

社会福祉法人北海道社会事業協会函館

病院
01_北海道 函館市駒場町4番6号

医療法人社団 古河内科 01_北海道 函館市五稜郭町20-15

はこだて港町眼科 01_北海道 函館市港町1-20-21

⾧谷川循環器内科クリニック 01_北海道 函館市時任町8-5

桐花通り呼吸器内科 01_北海道 函館市昭和2丁目17-9

医療法人社団 健和会 函館おおむら整

形外科病院
01_北海道 函館市石川町125番地1

医療法人亀田病院 分院亀田北病院 01_北海道 函館市石川町191-4
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北美原クリニック 01_北海道 函館市石川町350-18

秋山記念病院 01_北海道 函館市石川町41番地9

ベーネ函館クリニック 01_北海道 函館市石川町464-1

尾崎循環器内科クリニック 01_北海道 函館市赤川1丁目1番1号

医療法人社団 宮本整形外科 01_北海道 函館市川原町10番1号

あかざわ耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 函館市中道2丁目17番16号

石﨑小児科医院 01_北海道 函館市湯川町1-17-19

かたやま内科消化器科 01_北海道 函館市日吉町2丁目8-17

花園眼科医院 01_北海道 函館市日吉町3-43-24

医療法人社団 すずき小児科 01_北海道 函館市美原1丁目39-20

高野外科・整形外科 01_北海道 函館市美原2-43-13

医療法人函館友愛会 千葉医院 01_北海道 函館市富岡町3丁目29-6

医療法人社団藤紀会 さいとう内科循環

器内科医院
01_北海道 函館市万代町1番13号

医療法人社団 函館脳神経セントラルク

リニック
01_北海道 函館市梁川町16番5号

医療法人社団 つぼや耳鼻咽喉科クリ

ニック
01_北海道 美唄市西1条南1丁目2番8号

市立美唄病院 01_北海道 美唄市西2条北1丁目1番1号

井門内科医院 01_北海道 美唄市東1条北1丁目2-8

北海道せき損センター 01_北海道 美唄市東4条南1丁目3番1号

医療法人 樹恵会 石田病院 01_北海道 標津郡中標津町りんどう町5-6

医療法人社団ふらの西病院 01_北海道 富良野市桂木町2番77号

医療法人社団かわむら整形外科 01_北海道 富良野市末広町6番20号

藤江内科クリニック 01_北海道 北見市三楽町134番1

いわもと循環器クリニック 01_北海道 北見市寿町3丁目3-10

上ところ診療所 01_北海道 北見市上ところ396-7

医療法人社団光優会 のみやま眼科 01_北海道 北見市常盤町1丁目1番1号

北見レディースクリニック 01_北海道 北見市大通東2丁目11-1

医療法人ケイ・アイ オホーツク海病院 01_北海道 北見市端野町二区793番地1

医療法人社団 高翔会 北星記念病院 01_北海道 北見市中央三輪2丁目320番地1号

医療法人社団 ゆりの樹クリニック 01_北海道 北見市東三輪2丁目66-3

みやまクリニック 01_北海道 北見市美山町南5-136-11

おのでら医院 01_北海道 北見市留辺蘂町栄町84番地1

東部さくら眼科医院 01_北海道 北広島市中央5-1-3

我汝会きたひろしま整形外科 01_北海道 北広島市朝日町4丁目4-7

さいとうクリニック 01_北海道 北広島市里見町4丁目5-1
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医療法人社団優生会 藤崎整形外科クリ

ニック
01_北海道 北斗市開発225-8

治耳鼻咽喉科 01_北海道 北斗市東浜2-14-14

丸玉産業株式会社 津別病院 01_北海道 網走郡津別町幸町61

医療法人社団 工藤医院 01_北海道 網走郡美幌町西一条北4

びほろ耳鼻咽喉科クリニック 01_北海道 網走郡美幌町仲町1-101-1

平間医院 01_北海道 網走郡美幌町東1条北3丁目4番地

なかむら内科ハートクリニック 01_北海道 網走市潮見7丁目14番7号

金川医院 01_北海道 網走市南二条西2丁目

丸瀬布ひらやま医院 01_北海道 紋別郡遠軽町丸瀬布中町10-1

医療法人 恵池会 遠軽学田病院 01_北海道 紋別郡遠軽町岩見通北6丁目2番地

医療法人社団 雄山会 山口クリニック 01_北海道 紋別郡雄武町字雄武1466番地の3

介護老人保健施設サン・ヒルズ紋別 01_北海道 紋別市花園町5-3-7

医療法人同和会 追分菊池病院 01_北海道 勇払郡安平町追分本町1-43

医療法人社団サンライン 梶整形外科医

院
01_北海道 夕張郡栗山町中央2丁目251番地

⾧岡医院 01_北海道 夕張郡栗山町中央3丁目226

池田内科クリニック 01_北海道 夕張郡⾧沼町銀座南2丁目2番17号

中島内科 01_北海道 余市郡余市町黒川町3丁目109番地

医療法人社団倫仁会 小嶋内科 01_北海道 余市郡余市町黒川町7丁目13番地

よいち整形外科クリニック 01_北海道 余市郡余市町大川町6-92-1

国民健康保険鴛泊診療所 01_北海道 利尻郡利尻富士町鴛泊字栄町

社会医療法人孝仁会 留萌セントラルク

リニック
01_北海道 留萌市栄町1丁目5番12号

医療法人社団 富山整形外科 01_北海道 留萌市末広町1丁目10番10号

道南勤医協江差診療所 01_北海道 檜山郡江差町字中歌町199-6

永井耳鼻咽喉科クリニック 02_青森県 青森市小柳6-19-15

なかむら脳外科・頭痛クリニック 02_青森県 青森市浪打2丁目10-12

みちのくクリニック 02_青森県 むつ市十二林17番1号

自衛隊大湊病院 02_青森県 むつ市大湊町14-47

どんぐりこどもクリニック 02_青森県 むつ市中央2-5-5

中央レディスクリニック 02_青森県 むつ市中央2-5-5

こどもクリニックおとも 02_青森県 五所川原市鎌谷町163-1

楠美泌尿器科クリニック 02_青森県 五所川原市鎌谷町164-3

津軽保健生活協同組合 健生五所川原診

療所
02_青森県 五所川原市字一ツ谷508-7

医療法人社団清泉会 布施病院 02_青森県 五所川原市字芭蕉18番地4

エルム女性クリニック 02_青森県 五所川原市中央4丁目93

なりた内科クリニック 02_青森県 弘前市安原2-1-13
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坂本アレルギー呼吸器科医院 02_青森県 弘前市安原2-13-10

守屋内科 02_青森県 弘前市駅前3-2-1 イトーヨーカドー弘前店6階

桔梗野こどもおとなクリニック 02_青森県 弘前市桔梗野2丁目13-5

恵こどもクリニック 02_青森県 弘前市宮川1-2-2

あべ耳鼻咽喉科 02_青森県 弘前市宮川1-2-22

弘愛会病院 02_青森県 弘前市宮川三丁目1-4

たかはし内科胃腸科小児科 02_青森県 弘前市取上2丁目9-1

今村クリニック 02_青森県 弘前市松原西2丁目1-1

河内小児科内科クリニック 02_青森県 弘前市松原東2丁目14-2

松木皮膚科医院 02_青森県 弘前市松森町53-3

医療法人サンメディコ 下田クリニック 02_青森県 弘前市城東中央4丁目1-3

あらいこどもクリニック/ 眼科クリ

ニック 病児保育室「きりん」・城東コ

ンタクト

02_青森県 弘前市城東中央4丁目2の8

五日市内科医院 02_青森県 弘前市植田町8

石沢内科胃腸科 02_青森県 弘前市新町151

のだ眼科・血管内科クリニック 02_青森県 弘前市神田三丁目2-11

かきざき小児科アレルギー科クリニッ

ク
02_青森県 弘前市神田二丁目6-7

青山のむら皮膚科 02_青森県 弘前市青山1-10-1

おおはしクリニック 02_青森県 弘前市青山2-1-3

工藤医院 02_青森県 弘前市石川97

畑山医院 02_青森県 弘前市石川字春仕内97-1

青山胃腸科内科クリニック 02_青森県 弘前市川先2-3-7

健生クリニック 02_青森県 弘前市扇町2-2-12

いちろうクリニック 02_青森県 弘前市早稲田4-1-5

いとう胃腸科内科クリニック 02_青森県 弘前市早稲田二丁目8-7

大開ファミリークリニック 02_青森県 弘前市大開1-3-3

関医院 中津軽診療所 02_青森県 弘前市大字賀田1-14-2

佐藤内科小児科取上医院 02_青森県 弘前市大字取上2-17-1

ひろさき糖尿病・内科クリニック 02_青森県 弘前市大字城東北4丁目4-20

くりたクリニック 02_青森県
弘前市大字表町2-11 弘前駅ビル アプリーズ4

階

一般財団法人医療と育成のための研究

所清明会 鳴海病院
02_青森県 弘前市大字品川町19番地

サンタハウスクリニック 02_青森県 弘前市大川字中桜川19-1

さとう耳鼻咽喉科医院 02_青森県 弘前市田園4-7-7
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医療法人 あきた耳鼻咽喉科クリニック 02_青森県 弘前市南城西2-5-12

ナルミ医院 02_青森県 弘前市南川端町13

福島耳鼻咽喉科 02_青森県 弘前市百石町41

藤盛医院 02_青森県 弘前市品川町27-1

弘前愛成会病院 02_青森県 弘前市北園1-6-2

石戸谷皮膚科泌尿器科医院 02_青森県 弘前市北川端町1

ちとせクリニック 02_青森県 黒石市ちとせ1-139

はなぞの小児科クリニック 02_青森県 黒石市花園町62-1

小松内科医院 02_青森県 三戸郡階上町大字道仏字天当平1-189

山崎内科医院 02_青森県 三戸郡五戸町字野月14-12

社会医療法人博進会 スワンクリニック 02_青森県 三戸郡南部町沖田面字千刈37-1

社会医療法人博進会 南部病院 02_青森県 三戸郡南部町沖田面字千刈52-2

川守田外科胃腸科 02_青森県 三戸郡南部町剣吉堰合13-2

まつぞのクリニック 02_青森県 三沢市松園町3-9-4

医療法人みさわクリニック 02_青森県 三沢市大町2丁目7-12

一般財団法人 仁和会 三沢中央病院 02_青森県 三沢市中央町3-11-2

医療法人 洗心会 篠田医院 02_青森県 十和田市稲生町21-21

鈴木内科医院 02_青森県 十和田市西五番町二十四番三十八号

医療法人 育成会内科小児科 02_青森県 十和田市西三番町1-28

村木内科胃腸科医院 02_青森県 十和田市西三番町20-17

とわだ耳鼻いんこう科医院 02_青森県 十和田市西十一番町22-11

一般財団法人済誠会 十和田済誠会病院 02_青森県 十和田市西二十三番町1-1

医療法人十和田東クリニック 02_青森県 十和田市大字三本木字里ノ沢1-56

泉山内科 02_青森県 十和田市大字相坂字小林140-1

のづき内科小児科クリニック 02_青森県 十和田市東12番町14-30

十和田第一病院 02_青森県 十和田市東三番町10-70

しんクリニック産婦人科・皮ふ科 02_青森県 十和田市穂並町10-12

青い森こどもアレルギークリニック 02_青森県 上北郡おいらせ町住吉4丁目50-2109

下田東クリニック 02_青森県 上北郡おいらせ町鶉久保1番6

医療法人 小川原湖クリニック 02_青森県 上北郡東北町上北北1丁目34-45

公立野辺地病院 02_青森県 上北郡野辺地町字鳴沢9-12

(公社)地域医療振興協会 六ヶ所村地域

家庭医療センター
02_青森県 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附986-4

鰺ヶ沢病院 02_青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町字蒲生106-10

八重田医院 02_青森県 青森市はまなす2-6-11
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佐藤整形外科・リウマチ科クリニック 02_青森県 青森市奥野1-5-8

降矢内科医院 02_青森県 青森市花園1-19-1

田中産婦人科クリニック 02_青森県 青森市花園1-7-13

剛整形外科クリニック 02_青森県 青森市花園2-22-3

医療法人 いしだ医院 02_青森県 青森市花園2丁目43-26

⾧島皮フ科クリニック 02_青森県 青森市金沢四丁目16番27号

医療法人ネクスト たにた耳鼻咽喉科ク

リニック
02_青森県 青森市古川1-21-18 NARAYAビル2F

菊池内科クリニック 02_青森県 青森市古川1丁目9番4号

三上医院 02_青森県 青森市幸畑1-36-29

あいだクリニック 02_青森県 青森市合浦1丁目2-21

ゆきた内科クリニック 02_青森県 青森市松原1-5-14

平井内科医院 02_青森県 青森市松原3-2-5

あきやま胃腸科内科クリニック 02_青森県 青森市松森2-10-21

新城胃腸科内科 02_青森県 青森市新城平岡175-23

医療法人あおもり腎透析・泌尿器科ク

リニック
02_青森県 青森市西大野1-15-7

たかぎ皮膚科クリニック 02_青森県 青森市西滝3-27-16

嶋中内科循環器科 02_青森県 青森市青柳2-9-38

佐藤病院 02_青森県 青森市青柳二丁目1番12号

医療法人雄心会 青森新都市病院 02_青森県 青森市石江3-1

福士胃腸科循環器科医院 02_青森県 青森市千富町1丁目4番16号

一般社団法人青森精神医学研究所附属

浅虫温泉病院
02_青森県 青森市浅虫内野27-2

公益財団法人鷹揚郷腎研究所青森病院 02_青森県 青森市大字石江字岡部101の1

工藤内科クリニック 02_青森県 青森市大字石江字江渡117-5

朝倉医院 02_青森県 青森市中央1-23-17

くぼぞのクリニック 02_青森県 青森市堤町1-10-11 つつみクリニックビル2階

堤橋ふれあいクリニック 02_青森県 青森市堤町2-24-13

あおもり協立病院・協立クリニック 02_青森県 青森市東大野2-1-10

近藤内科胃腸科 02_青森県 青森市筒井3丁目14番32号

虹ヶ丘内科クリニック 02_青森県 青森市虹ヶ丘1丁目3番13号

こたにこどもクリニック 02_青森県 青森市浜館三丁目4-7

とよあきクリニック 02_青森県 青森市浜田2-15-5

さくらだ整形外科クリニック 02_青森県 青森市平新田字森越23-4

えびな脳神経クリニック 02_青森県 青森市緑2丁目1-3
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青森東方クリニック 02_青森県 青森市緑3丁目9番2号 サンロード青森4F

ささき耳鼻咽喉科クリニック 02_青森県 青森市浪館字泉川22-7

片桐内科医院 02_青森県 青森市浪打1-12-18

医療法人ときわ会 ときわ会病院 02_青森県 南津軽郡藤崎町榊字亀田2の1

藤崎町立藤崎診療所 02_青森県 南津軽郡藤崎町大字西豊田1の2

せきばクリニック 02_青森県 南津軽郡藤崎町藤崎字武元5-5

医療法人 おくでら整形外科クリニック 02_青森県 八戸市一番町1-3-24

高木クリニック 02_青森県 八戸市下⾧1-6-6

丸山クリニック 02_青森県 八戸市港高台5-24-3

(医)北村皮膚科 02_青森県 八戸市根城1-14-11

北村耳鼻咽喉科医院 02_青森県 八戸市小中野3-1-30

村上こども医院 02_青森県 八戸市小中野4-2-8

春日井内科医院 02_青森県 八戸市小中野4-5-16

西村産婦人科クリニック 02_青森県 八戸市小中野4-8-18

ろくごう整形外科リハビリテーション

クリニック
02_青森県 八戸市小中野一丁目4番52号

春日井内科 02_青森県 八戸市小中野四丁目5-16

平賀クリニック 02_青森県 八戸市城下4丁目19番33号

村田内科 02_青森県 八戸市新井田西2丁目7-8

大里脳神経リハビリテーションクリ

ニック
02_青森県 八戸市新井田西3丁目15-15

独立行政法人国立病院機構 八戸病院 02_青森県 八戸市吹上3丁目13番1号

内科種市病院 02_青森県 八戸市是川土間沢1

八戸城北病院 02_青森県 八戸市石堂1-14-14

田名部整形外科 02_青森県 八戸市石堂1-5-25

⾧谷川内科胃腸科医院 02_青森県 八戸市大字上徒士町2-1

社会医療法人 松平病院 02_青森県 八戸市大字新井田字出口平17番地

独立行政法人 労働者健康安全機構 青

森労災病院
02_青森県 八戸市大字白銀町字南ヶ丘1番地

健呼吸器内科・アレルギー科クリニッ

ク
02_青森県 八戸市田向4-13-9

八戸市休日夜間急病診療所 02_青森県 八戸市田向三丁目6-1

白山台耳鼻科クリニック 02_青森県 八戸市東白山台2-33-11

野々口整形外科 02_青森県 八戸市内丸3-5-14

八戸医療生活協同組合 八戸生協診療所 02_青森県 八戸市南類家1丁目17-2

よしの整形外科 02_青森県 八戸市南類家2-17-25

西村耳鼻咽喉科医院 02_青森県 八戸市南類家2-17-28
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倉本クリニック 婦人科・産科 02_青森県 八戸市廿六日町3 八青パーキングビル1階

医療法人照世会 きく皮膚科 02_青森県 八戸市日計一丁目2番51号

松橋眼科クリニック 02_青森県 八戸市売市2-12-34

高橋こどもクリニック 02_青森県 八戸市売市3-1-31

柏崎メディカルクリニック 02_青森県 八戸市柏崎3丁目7-18

ふなこし内科医院 02_青森県 八戸市白銀町大沢頭19-1

高橋医院 02_青森県 八戸市番町40

八戸マナクリニック 02_青森県 八戸市番町9-5 協栄八戸番町ビル2階

岬台医院 02_青森県 八戸市岬台2-6-5

平川市国民健康保険碇ヶ関診療所 02_青森県 平川市碇ヶ関三笠山120番地1 2階

国民健康保険 平川診療所 02_青森県 平川市柏木町藤山23番地2

介護老人保健施設 湖水荘 02_青森県 北津軽郡鶴田町大字廻堰字東下山91-2

桂島医院 03_岩手県 一関市駅前22番地

岩手県立磐井病院附属花泉地域診療セ

ンター
03_岩手県 一関市花泉町涌津字上原31番地

岩手県立磐井病院 03_岩手県 一関市狐禅寺字大平17番地

岩手県立南光病院 03_岩手県 一関市狐禅寺字大平17番地

千葉内科医院 03_岩手県 一関市山目字才天227

かとうこどもクリニック 03_岩手県 一関市山目中野23-1

一関市国民健康保険室根診療所 03_岩手県 一関市室根町折壁字八幡沖117

寺崎内科胃腸科医院 03_岩手県 一関市青葉一丁目6-10

医療法人英仁会 中里クリニック 03_岩手県 一関市石畑6-29

岩手県立千厩病院 03_岩手県 一関市千厩町千厩字草井沢32番地1

岩手県立大東病院 03_岩手県 一関市大東町大原字川内128番地

医療法人社団愛生会 昭和病院 03_岩手県 一関市田村町6-3

医療法人弘誠会 阿部医院 03_岩手県 一関市東山町⾧坂字町379

玉澤リハビリ整形外科 03_岩手県 奥州市江刺岩谷堂字二本木71-1

菊地内科胃腸科こどもクリニック 03_岩手県 奥州市江刺豊田町2-1-1

社団医療法人 啓愛会 美山病院 03_岩手県 奥州市水沢羽田町字水無沢495-2

桜井医院 03_岩手県 奥州市水沢字吉小路3番地

奥州金ケ崎夜間診療所 03_岩手県 奥州市水沢字多賀21-1

奥州金ケ崎休日診療所 03_岩手県 奥州市水沢字多賀22-1

岩手県立胆沢病院 03_岩手県 奥州市水沢字龍ヶ馬場61番地

貝山整形外科クリニック 03_岩手県 奥州市水沢西上野町3-3

亜理眼科医院 03_岩手県 奥州市水沢西町130-1

たかのはし皮膚科 03_岩手県 奥州市水沢川原小路15

奥州市総合水沢病院 03_岩手県 奥州市水沢大手町3-1

千葉耳鼻咽喉科医院 03_岩手県 奥州市水沢南町3-24

医療法人晃生会 近藤医院 03_岩手県 下閉伊郡山田町飯岡9-23-1
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岩手県立山田病院 03_岩手県 下閉伊郡山田町飯岡第1地割21番地1

とみつか脳神経外科クリニック 03_岩手県 花巻市御田屋町1-41

高木丘クリニック 03_岩手県 花巻市高木18-61-2

医療法人社団 白井眼科クリニック 03_岩手県 花巻市材木町6番3号

ちば心療内科クリニック 03_岩手県 花巻市諏訪町2-1-16

ゆかわ脳外科 03_岩手県 花巻市西大通り2-2-10

まきた内科ハートクリニック 03_岩手県 花巻市西大通り二丁目11-8

ささきクリニック 03_岩手県 花巻市中北万丁目836

岩手県立東和病院 03_岩手県 花巻市東和町安俵6区75番地1

晴山医院 03_岩手県 花巻市東和町東晴山八区27

湯本診療所 03_岩手県 花巻市湯本4-29-1

中舘内科クリニック 03_岩手県 花巻市不動町2丁目1‐4

釜石しょうけいクリニック 03_岩手県 釜石市甲子町10-268-1

岩手県立 釜石病院 03_岩手県 釜石市甲子町第10地割483番地6

医療法人楽山会 せいてつ記念病院 03_岩手県 釜石市小佐野町4丁目3番7号

岩手県 釜石保健所 03_岩手県 釜石市新町6番50号

釜石整形外科クリニック 03_岩手県
釜石市大渡町3-15-26 釜石市保健福祉セン

ター2F

釜石ファミリークリニック 03_岩手県 釜石市大渡町3丁目15番26号

西島医院 03_岩手県 岩手郡葛巻町葛巻13-45-3

岩手県立中央病院附属 沼宮内地域診療

センター
03_岩手県 岩手郡岩手町大字五日市第10地割4番地7

いわてリハビリテーションセンター 03_岩手県 岩手郡雫石町七ツ森16-243

社団医療法人 康生会 鶯宿温泉病院 03_岩手県 岩手郡雫石町南畑32-265

上原小児科医院 03_岩手県 岩手郡雫石町八卦1-16

住田地域診療センター 03_岩手県 気仙郡住田町世田米字大崎22-1

岩手県立久慈病院 03_岩手県 久慈市旭町第10地割1番

久慈市国民健康保険 山形診療所 03_岩手県 久慈市山形町川井9-44-8

おのでら耳鼻咽喉科クリニック 03_岩手県 久慈市⾧内町24-147-1

医療法人 しろと内科循環器科クリニッ

ク
03_岩手県 久慈市田屋町1-35-1

金沢内科医院 03_岩手県 宮古市磯鶏沖15-20

岩手県立 宮古病院 03_岩手県 宮古市崎鍬ケ崎第1地割11番地26

医療法人 おかだ外科内科クリニック 03_岩手県 宮古市実田2-5-10

川原田小児科医院 03_岩手県 宮古市小山田二丁目7-72

松井内科医院 03_岩手県 宮古市新町4-31

岩間耳鼻咽喉科医院 03_岩手県 宮古市西町2-2-3

後藤泌尿器科皮膚科医院 03_岩手県 宮古市大通1-3-24

関根内科小児科 03_岩手県 宮古市大通4-2-21
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木沢医院 03_岩手県 宮古市津軽石5-80-12

田老診療所 03_岩手県 宮古市田老三王1-1-3

医療法人財団 正清会 三陸病院 03_岩手県 宮古市板屋一丁目6番36号

熊坂内科医院 03_岩手県 宮古市和見町10番31号

岩手県立二戸病院附属 九戸地域診療セ

ンター
03_岩手県 九戸郡九戸村大字伊保内第7地割35番地1

大関内科医院 03_岩手県 九戸郡洋野町種市23-79-44

岩手県立中央病院 紫波地域診療セン

ター
03_岩手県 紫波郡紫波町桜町字三本木32番地

あいのの皮フ科クリニック 03_岩手県 紫波郡矢巾町間野々9-202

三愛病院附属 矢巾クリニック 03_岩手県 紫波郡矢巾町高田第11地割25番地2

医療法人社団帰厚堂 南昌病院 03_岩手県 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-2-181

おぼない内科クリニック 03_岩手県 紫波郡矢巾町大字南矢幅第8地割235

やはば眼科 03_岩手県 紫波郡矢巾町南矢幅9-196

南耳鼻咽喉科クリニック 03_岩手県 紫波郡矢巾町南矢幅第7地割455

医療法人社団帰厚堂 こずかた診療所 03_岩手県 紫波郡矢巾町又兵ェ新田5-335

成田内科胃腸科医院 03_岩手県 紫波郡矢巾町又兵ェ新田8-101

岩手県立大槌病院 03_岩手県 上閉伊郡大槌町小鎚第23地割字寺野1番地1

二宮内科クリニック 03_岩手県 盛岡市愛宕町2-47

盛岡友愛病院 03_岩手県 盛岡市永井12-10

いわて飯岡駅前内科クリニック 03_岩手県 盛岡市永井17地割36-1

医療法人光洋会 田中循環器内科クリ

ニック
03_岩手県 盛岡市永井22-29-6

都南眼科 03_岩手県 盛岡市永井23地割7-2

青山整形外科クリニック 03_岩手県 盛岡市永井24地割5-5

一般財団法人 岩手済生医会 中津川病

院
03_岩手県 盛岡市下米内二丁目4番12号

一般財団法人 岩手済生医会 三田記念

病院
03_岩手県 盛岡市加賀野三丁目14-1

髙松病院 03_岩手県 盛岡市館向町4-8

かねこ内科クリニック 03_岩手県 盛岡市月が丘1-1-63

医療法人社団恵仁会 三愛病院 03_岩手県 盛岡市月が丘1丁目29番15号

さいとう小児科クリニック 03_岩手県 盛岡市月が丘2-2-60

白沢整形外科医院 03_岩手県 盛岡市月が丘3-40-28

杜のこどもクリニック 03_岩手県 盛岡市向中野3-10-6

向中野クリニック 03_岩手県 盛岡市向中野5-29-1

成島整形外科医院 03_岩手県 盛岡市好摩字上山14-66

おはようクリニック 03_岩手県 盛岡市高松2丁目27-27

さとう皮膚科クリニック 03_岩手県 盛岡市高松三丁目11番33号
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新津あさくら眼科クリニック 03_岩手県 盛岡市紺屋町2-1

村田小児科医院 03_岩手県 盛岡市紺屋町3-4

菜園皮膚科クリニック 03_岩手県 盛岡市菜園1-12-18  盛岡菜園センタービル1F

公園通りクリニック 03_岩手県
盛岡市菜園1丁目6番13号 公園通りプラザビル

2F

加藤アイクリニック 03_岩手県 盛岡市三ツ割5-7-11

盛岡赤十字病院 03_岩手県 盛岡市三本柳6地割1番地1

渡辺耳鼻咽喉科アレルギー科 03_岩手県 盛岡市三本柳9-31-6

原田内科脳神経機能クリニック 03_岩手県 盛岡市山岸三丁目2番1号 山岸中央ビル1階

産科婦人科吉田医院 03_岩手県 盛岡市若園町10-4

みうら産婦人科医院 03_岩手県 盛岡市上鹿妻田貝11番地1

吉野整形外科麻酔科医院 03_岩手県 盛岡市上太田金財93-2

医療法人 天音会 おいかわ内科クリ

ニック
03_岩手県 盛岡市上田1-18-46

岩手県立中央病院 03_岩手県 盛岡市上田1-4-1

小田島耳鼻咽喉科医院 03_岩手県 盛岡市上田1-6-5

けやき整形外科クリニック 03_岩手県 盛岡市上田1丁目1-35

西島こどもクリニック 03_岩手県 盛岡市上田1丁目19-11

中村医院 03_岩手県 盛岡市上田3-4-38

みやた整形外科医院 03_岩手県 盛岡市上堂2丁目4-12

前川内科クリニック 03_岩手県 盛岡市新田町9-11

栃内内科医院 03_岩手県 盛岡市神明町10-35

くろだ皮膚科クリニック 03_岩手県 盛岡市神明町10-38

ぱっちり眼科クリニック 03_岩手県
盛岡市盛岡駅前通1-44 ホテルメトロポリタン

盛岡 本館4階

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック 03_岩手県 盛岡市盛岡駅前通9-10 丸善ビル3階

さいとうレディスクリニック 03_岩手県 盛岡市盛岡駅前北通3-33

松園第二病院 03_岩手県 盛岡市西松園3-22-3

西松園内科医院 03_岩手県 盛岡市西松園3丁目22-1

はしもと眼科クリニック 03_岩手県 盛岡市青山2-23-21

医療法人千籐了会 久保田医院 03_岩手県 盛岡市大館町26-3

社団医療法人 啓愛会 孝仁病院 03_岩手県 盛岡市中太田泉田28番地

みうら小児科医院 03_岩手県 盛岡市中野1-16-10

川久保病院 03_岩手県 盛岡市津志田26-30-1

循環器内科 金矢クリニック 03_岩手県 盛岡市津志田中央3丁目7-7

医療法人共生会 松園第一病院 03_岩手県 盛岡市東黒石野3-2-1

鈴木内科医院 03_岩手県 盛岡市八幡町2-17

くわた脳神経外科クリニック 03_岩手県 盛岡市北飯岡1-2-68
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しんたろうクリニック 03_岩手県 盛岡市本宮1-9-1

医療法人久遠会 鎌田内科クリニック 03_岩手県 盛岡市本宮2-20-1

盛岡市立病院 03_岩手県 盛岡市本宮五丁目15-1

栗原クリニック 03_岩手県 盛岡市本町通1-16-4

医療法人仁済会 鈴木肛門外科・守口内

科
03_岩手県 盛岡市名須川町16-14

おおひら内科・循環器科クリニック 03_岩手県 盛岡市梨木町2-2

夕顔瀬内科産婦人科医院 03_岩手県 盛岡市梨木町6-12

さいとう耳鼻咽喉科医院 03_岩手県 盛岡市緑が丘3-18-3

えいづか内科胃腸科クリニック 03_岩手県 盛岡市緑が丘4-1-7

ひらいずみ内科クリニック 03_岩手県 西磐井郡平泉町平泉字志羅山3-6

医療法人 盛紀会 鳥羽整形外科医院 03_岩手県 大船渡市盛町字舘下4-18

医療法人 飯塚眼科医院 03_岩手県 大船渡市盛町東町5-5

岩手県立大船渡病院 03_岩手県 大船渡市大船渡町字山馬越10番地1

ちば内科診療所 03_岩手県 大船渡市猪川町字前田10-9

植田内科消化器科医院 03_岩手県 滝沢市穴口183-3

かなもり神経科・内科クリニック 03_岩手県 滝沢市高屋敷平11-39

栃内第二病院 03_岩手県 滝沢市大釜吉水103-1

金ケ崎町国民健康保険金ケ崎診療所 03_岩手県 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地

岩手県立一戸病院 03_岩手県 二戸郡一戸町一戸字砂森60番地1

松井内科医院 03_岩手県 二戸郡一戸町一戸字本町58番地

いちのへ内科クリニック 03_岩手県 二戸郡一戸町高善寺字野田110-1

菅整形外科皮膚科クリニック 03_岩手県 二戸市石切所字川原38-1

すがわら消化器内科 03_岩手県 二戸市福岡字川又3番地1

ほそかわ小児科クリニック 03_岩手県 二戸市福岡字⾧嶺28-18

医療法人 桜心会 おりそ内科循環器ク

リニック
03_岩手県 二戸市福岡字⾧嶺35-4

カシオペア医院 03_岩手県 二戸市堀野字大川原毛134-5

エールクリニック八幡平 03_岩手県 八幡平市田頭37-103-1

いとう小児科クリニック 03_岩手県 北上市さくら通り1丁目5-11

みずかわ耳鼻咽喉科医院 03_岩手県 北上市上江釣子15-213

菅整形外科医院 03_岩手県 北上市上江釣子16-51-2

藤田眼科医院 03_岩手県 北上市上江釣子17地割204

すがい胃腸科内科クリニック 03_岩手県 北上市上江釣子7-98-1

医療法人アンビシャス 坂の上野田村太

志クリニック
03_岩手県 北上市上野町4-2-15

立正堂医院 03_岩手県 北上市相去町西野32-1

むらさきのクリニック 03_岩手県 北上市村崎野15-150-1

小野寺こども医院 03_岩手県 北上市村崎野15地割354-2
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きたかみ駅前内科クリニック 03_岩手県
北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ

2F

医療法人都鳥会 とどり小児科医院 03_岩手県 北上市大通り4丁目3番5号

いとう内科胃腸科医院 03_岩手県 北上市大通り三丁目1-9

いしかわ内科クリニック 03_岩手県 北上市大堤南1-1-25

わたなべ脳神経外科クリニック 03_岩手県 北上市町分18地割96-1

日高見中央クリニック 03_岩手県 北上市北⿁柳22-46

陸前高田市国民健康保険 広田診療所 03_岩手県 陸前高田市広田町字前花貝222番地2

松原クリニック 03_岩手県 陸前高田市高田町字中田69-2

鵜浦医院 03_岩手県 陸前高田市高田町字鳴石22-9

陸前高田市国民健康保険 二又診療所 03_岩手県 陸前高田市矢作町字愛宕下31

伊礼整形外科 04_宮城県 栗原市築館高田2-2-20

熊坂医院 04_宮城県 栗原市一迫川口中野10

仙台ペインクリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区新田東三丁目14番地の1

⾧島内科医院 04_宮城県 仙台市若林区一本杉町18-11

ささはら総合診療科 04_宮城県 登米市迫町佐沼字江合1-8-8

松村クリニック 04_宮城県 亘理郡山元町坂元字道合37

山本医院 04_宮城県 伊具郡丸森町字町西62-1

髙城利江整形外科 04_宮城県 遠田郡美里町牛飼字牛飼77-5

医療法人章眞会 熱海医院 04_宮城県 遠田郡美里町字素山町18番地1

袖井クリニック 04_宮城県 遠田郡美里町北浦字姥ヶ沢72-3

美里町立南郷病院 04_宮城県 遠田郡美里町木間塚字原田5

つのだ眼科 04_宮城県 遠田郡涌谷町中下道129-1-1

医療法人 米谷医院 04_宮城県 遠田郡涌谷町田町裏191-1

金医院 04_宮城県 塩竈市旭町5-10

赤石病院 04_宮城県 塩竈市花立町22-42

坂総合病院 04_宮城県 塩竈市錦町16-5

塩竈市立病院 04_宮城県 塩竈市香津町7番1号

高橋ジェネラルクリニック 04_宮城県 塩竈市藤倉3-6-4

杉山内科 04_宮城県 塩竈市北浜1-6-9

本間医院 04_宮城県 塩竈市本町3-20

女川町地域医療センター 04_宮城県 牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山107-1

ありまファミリークリニック 04_宮城県 加美郡加美町字西町19

医療法人清仁会 中新田クリニック 04_宮城県 加美郡加美町字大門20

さとう公整形外科 04_宮城県 加美郡加美町字町裏212-1

菅野眼科医院 04_宮城県 加美郡加美町字百目木1-23-2

公益財団法人宮城厚生協会 中新田民主

医院
04_宮城県 加美郡加美町字矢越345

佐々木胃腸科 04_宮城県 加美郡加美町西町48
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公立加美病院 04_宮城県 加美郡色麻町四竃字杉成9

公立加美病院小児科 04_宮城県 加美郡色麻町四竃字杉成9

阿部内科医院 04_宮城県 角田市角田字牛舘89-3

医療法人金上仁友会 金上病院 04_宮城県 角田市角田字田町123

医療法人社団井上恩和会 角田ふれあい

クリニック
04_宮城県 角田市角田字豊町1-3

医療法人社団 内方医院 04_宮城県 刈田郡蔵王町宮字町32

佐藤医院 04_宮城県 刈田郡蔵王町宮字町36

なくい外科内科胃腸内科クリニック 04_宮城県 岩沼市あさひ野1-11-2

南浜中央病院附属みなみはまクリニッ

ク
04_宮城県 岩沼市館下1丁目3-17

丹野医院 04_宮城県 岩沼市桑原一丁目8-13

森整形外科クリニック 04_宮城県 岩沼市桜1丁目1-11

板橋眼科医院 04_宮城県 岩沼市桜4丁目6-16

医療法人小島慈恵会 小島病院 04_宮城県 岩沼市桜一丁目2番25号

南浜中央病院 04_宮城県 岩沼市寺島字北新田111番地

安田内科医院 04_宮城県 岩沼市大手町8-11

石垣記念岩沼中央整形外科 04_宮城県 岩沼市中央3-4-27

ありた総合内科クリニック 04_宮城県 岩沼市中央3丁目4-27

西陵内科 04_宮城県 岩沼市土ケ崎3-8-8

介護老人保健施設リバーサイド春圃 04_宮城県 気仙沼市舘山1-1-43

すがわら内科クリニック 04_宮城県 気仙沼市松崎萱121-3

三条小児科医院 04_宮城県 気仙沼市田中前2-8-4

志田整形外科医院 04_宮城県 気仙沼市東新城2丁目6番4

森産婦人科医院 04_宮城県 気仙沼市入沢4-5

医療法人 尚仁会 森田医院 04_宮城県 気仙沼市八日町一丁目4番1号

たかだこども医院 04_宮城県 宮城郡利府町沢乙東1-14

一迫内科クリニック 04_宮城県 栗原市一迫真坂字真坂町東66-1

(公財)宮城厚生協会 くりこまクリニッ

ク
04_宮城県 栗原市栗駒岩ヶ崎上小路153

岩渕医院 04_宮城県 栗原市栗駒岩ヶ崎上町裏7

ほそや小児科 04_宮城県 栗原市栗駒岩ケ崎神南27-4

くりはら耳鼻咽喉科 04_宮城県 栗原市志波姫新沼崎12-1

おの眼科クリニック 04_宮城県 栗原市若柳字川南堤通19-1

若柳消化器内科 04_宮城県 栗原市若柳川北古川14

(医)みます会 あさの眼科医院 04_宮城県 栗原市築館伊豆4-5-15

杉山医院 04_宮城県 黒川郡大郷町羽生字中ノ町11-1

医療法人社団 大和クリニック 04_宮城県 黒川郡大和町まいの2-2-4

深見内科・循環器内科医院 04_宮城県 黒川郡大和町吉岡字上道下40-1
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塚本耳鼻咽喉科医院 04_宮城県 黒川郡大和町吉岡中町60

かとう眼科医院 04_宮城県 黒川郡大和町吉岡東2丁目8-10

みやぎ県南医療生協 しばた協同クリ

ニック
04_宮城県 柴田郡柴田町船岡新栄4-4-1

医療法人社団北杜会 船岡今野病院 04_宮城県 柴田郡柴田町船岡中央2-5-16

(医)乾医院 04_宮城県 柴田郡柴田町槻木下町3-1-20

駅前北きし内科クリニック 04_宮城県 石巻市駅前北通り1-14-21

医療法人啓仁会 石巻ロイヤル病院 04_宮城県 石巻市広渕字焼巻2番地

櫻井内科クリニック 04_宮城県 石巻市広渕字町70-1

石巻市立病院 04_宮城県 石巻市穀町15-1

医療法人有恒会 こだまホスピタル 04_宮城県 石巻市山下町2-5-7

かづま内科クリニック 04_宮城県 石巻市鹿妻南1丁目13番16号

池田整形外科医院 04_宮城県 石巻市蛇田字東道下48-1

髙橋消化器内科 04_宮城県 石巻市千石町2-5

中川内科外科医院 04_宮城県 石巻市前谷地字横須賀103-7

あべクリニック産科婦人科 04_宮城県 石巻市大街道西2丁目1-80

医療法人社団 健育会 石巻健育会病院 04_宮城県 石巻市大街道西三丁目3番27号

山内皮膚科医院 04_宮城県 石巻市中央3-5-24

佐藤整形外科医院 04_宮城県 石巻市中央一丁目13-17

かわらだ内科・胃大腸クリニック 04_宮城県 石巻市鋳銭場1-10

佐久間眼科小児科医院 04_宮城県 石巻市八幡町1-3-22

二宮外科クリニック 04_宮城県 石巻市不動町1丁目7-3

小山皮フ科クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区岩切1-26-20

宮林こどもクリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区岩切字今市東18-2

くらた整形外科クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区岩切字今市東24-2

湯村医院 04_宮城県 仙台市宮城野区岩切字若宮前82-1

みやぎの内科クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区宮城野1-21-7

永井小児科医院 04_宮城県 仙台市宮城野区宮城野1-25-10

あいざわクリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区銀杏町26-7

木下内科クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区原町2-4-43

草刈耳鼻科 04_宮城県 仙台市宮城野区原町2丁目3-61

神尾眼科 04_宮城県 仙台市宮城野区五輪2-9-10

野口胃腸内科医院 04_宮城県 仙台市宮城野区幸町1丁目17-32

阿部内科神経科医院 04_宮城県 仙台市宮城野区小鶴1-1-11

内科・胃腸科・小田原クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区小田原1-6-40

安田病院 04_宮城県 仙台市宮城野区小田原2-2-40

東あおば整形外科 04_宮城県 仙台市宮城野区新田東1-9-1

整形外科・外科神崎クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷7丁目31-7

てっぽう町かず内科 04_宮城県 仙台市宮城野区鉄砲町東3-16
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とざわクリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区東仙台4-7-1

光ヶ丘スペルマン病院 04_宮城県 仙台市宮城野区東仙台6丁目7番1号

タカジン眼科 04_宮城県 仙台市宮城野区二の森12-50

五十嵐内科 04_宮城県 仙台市宮城野区福室3丁目37番5号

福室みみはなのどクリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区福室4-18-18

福室クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区福室5-13-15

福住クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区福住町4-16

仙台駅東クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区榴岡2-1-12 KIビル3階

桂仁会クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区榴岡2-2-23 熊林ビル2F

仙台駅東口玉井眼科クリニック 04_宮城県
仙台市宮城野区榴岡4-13-7 クリエイト仙台東

ビル2階

村口きよ女性クリニック 04_宮城県 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル2F

荒井西おおとも眼科 04_宮城県 仙台市若林区なないろの里1-13-1

医療法人双桜会 やまと内科クリニック 04_宮城県 仙台市若林区なないろの里1-15-11

なないろの里クリニック 04_宮城県 仙台市若林区なないろの里1-19-4

沖野内科医院 04_宮城県 仙台市若林区沖野6-26-30

おろしまちクリニック 内科・内視鏡内

科
04_宮城県

仙台市若林区卸町3丁目1-2 卸町コミュニティ

プラザ2階

松永女性クリニック 04_宮城県 仙台市若林区河原町1-3-17

安倍整形外科 04_宮城県 仙台市若林区河原町1-5-15-105

あらい内科胃腸内科クリニック 04_宮城県 仙台市若林区荒井1-1-3

荒井駅前のぐち内科クリニック 04_宮城県 仙台市若林区荒井東1丁目3-1 EastFort 2-D

医療法人社団 葵会 葵会仙台病院 04_宮城県 仙台市若林区荒井東一丁目6番地の8

佐瀬眼科医院 04_宮城県 仙台市若林区荒町20

清水内科外科医院 04_宮城県 仙台市若林区若林5-4-50

結城クリニック 04_宮城県 仙台市若林区上飯田字天神108-4

はんざわ内科胃腸科 04_宮城県 仙台市若林区南石切町14-10

角田記念ちえこ・ゆきかレディースク

リニック
04_宮城県 仙台市若林区六丁の目中町1-16

東部内科医院 04_宮城県 仙台市若林区六丁の目中町１-５７

貝が森皮ふ科 04_宮城県 仙台市青葉区6-15-1

せせらぎクリニック 泌尿器科・内科 04_宮城県 仙台市青葉区愛子東1-4-27

佐藤内科医院 04_宮城県 仙台市青葉区愛子東1-7-28

池田クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区旭ヶ丘2-15-15

旭ヶ丘ハート内科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区旭ヶ丘4-1-1

ストレスケア・トラストクリニック 04_宮城県
仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタ

ワー3階
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青葉通り一番町内科クリニック 04_宮城県
仙台市青葉区一番町2-4-19 シリウス・一番町

3F

さはた内科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区一番町3-6-1

医療法人社団 阿部眼科診療所 04_宮城県 仙台市青葉区一番町4ー8ー29

(一財)杜の都産業保健会 一番町健診ク

リニック
04_宮城県 仙台市青葉区一番町4丁目9-18

片平丁伊藤整形外科 04_宮城県 仙台市青葉区一番町一丁目15-15

花壇医院 04_宮城県 仙台市青葉区花壇5-3

吉成台内科胃腸科 04_宮城県 仙台市青葉区吉成台1-2-5

介護老人保健施設 仙台青葉ロイヤルケ

アセンター
04_宮城県 仙台市青葉区吉成台2-3-20

宮町通りクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区宮町1-1-48

山本眼科医院 04_宮城県 仙台市青葉区宮町4-6-24

澁川内科医院 04_宮城県 仙台市青葉区宮町5-10-15

平成眼科病院 04_宮城県 仙台市青葉区郷六字沼田13-3

医療法人ひろせ会 広瀬病院 04_宮城県 仙台市青葉区郷六字大森4-2

あきもとクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区栗生七丁目10-7

河北診療所内科 04_宮城県 仙台市青葉区五橋1-2-28

かわむらこどもクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区高松1-16-1

松尾けんこうクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区高松2-11-74

高野原曽木医院 04_宮城県 仙台市青葉区高野原4-10-14

くにみ整形外科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区国見4丁目2-7

東北福祉大学せんだんホスピタル 04_宮城県 仙台市青葉区国見ヶ丘6-65-8

棚橋よしかつ+泌尿器科 04_宮城県 仙台市青葉区国分町 2-2-11

勾当台はやさか内科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル1階

谷田皮膚科医院 04_宮城県 仙台市青葉区国分町3丁目4番12号

やすだクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区桜ヶ丘4丁目19-16

桜が丘クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区桜ヶ丘7-22-8

佐々木内科医院 04_宮城県 仙台市青葉区子平町15-36

向仁会 永井産婦人科 04_宮城県 仙台市青葉区支倉町4-3

遠藤外科医院 04_宮城県 仙台市青葉区小田原6-5-37

⿁怒川産婦人科女性診療医院 04_宮城県 仙台市青葉区小田原6丁目6-1

皮膚科斎藤クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区昭和町4-9 カーサ北仙台301

上愛子クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区上愛子字街道77-3

健誠会 小倉整形外科 04_宮城県
仙台市青葉区上杉1-6-10 EARTH BLUE仙台

勾当台2F

早坂愛生会病院 04_宮城県 仙台市青葉区川内澱橋通38番地

川平耳鼻咽喉科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区川平3-41-16
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齋藤こども医院 04_宮城県 仙台市青葉区川平3丁目42-30

結城産婦人科医院 04_宮城県 仙台市青葉区台原2-12-8

台原まことクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区台原5-1-54

医療法人社団 台原整形外科 04_宮城県 仙台市青葉区台原5丁目1-19

森洋子クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区中央1-3-1AER10F

今井眼科医院 04_宮城県 仙台市青葉区中央2-11-1

医療法人青楓会 あおば脳神経外科 04_宮城県 仙台市青葉区中央2-11-19 仙南ビル1・2階

春樹記念眼科診療所 04_宮城県 仙台市青葉区中央2-8-32

神経内科クリニック仙台 04_宮城県 仙台市青葉区中央3-1-22 エキニア青葉通6F

マドレクリニック 04_宮城県
仙台市青葉区中央3-1-22 EQUINIA青葉通り2

階

北川医院 04_宮城県 仙台市青葉区中央3-8-20

医療法人財団明理会 イムス明理会仙台

総合病院
04_宮城県 仙台市青葉区中央4丁目5-1

一般財団法人 宮城県成人病予防協会中

央診療所
04_宮城県 仙台市青葉区中央一丁目3-1 AER12F

一般財団法人 宮城県成人病予防協会中

央診療所レディースクリニック
04_宮城県 仙台市青葉区中央一丁目3-1 AER10F

医療法人聖心会 クレアクリニック 04_宮城県
仙台市青葉区中央三丁目1番22号 EQUINIA青

葉通り6階

島守クリニック 04_宮城県
仙台市青葉区中央二丁目11番1号 オルタス仙

台ビル8階

しかない整形外科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区中山9-1-3

公益財団法人宮城県結核予防会 複十字

健診センター
04_宮城県 仙台市青葉区中山吉成2丁目3-1

内科・循環器科 佐藤韶矩医院 04_宮城県 仙台市青葉区通町1-7-33

南吉成しまむら整形外科 04_宮城県 仙台市青葉区南吉成3-1-23 C棟2階

南吉成クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区南吉成3-9-5

かとう耳鼻咽喉・嚥下クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区二日町11-12

医療法人東北会 東北会病院 04_宮城県 仙台市青葉区柏木1-8-7

川村ひふ科 04_宮城県 仙台市青葉区柏木2-1-12-1

柏木クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区柏木2-6-2

医療法人西隆会 厚生仙台クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区柏木一丁目5-45

はちまん石川内科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区八幡2-18-2

芳縁在宅診療所 04_宮城県
仙台市青葉区八幡2-3-6 グラシアスはちまん

1F

仙台すこやかクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区八幡2-4-13

医療法人社団 嘉数会 かかず整形外科 04_宮城県 仙台市青葉区八幡3丁目4-13

柴崎内科小児科医院 04_宮城県 仙台市青葉区八幡4-2-11

32 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

大内医院 04_宮城県 仙台市青葉区福沢町1-34

(医)がじゅまるの樹 片倉胃腸科内科医

院
04_宮城県 仙台市青葉区北根黒松9番23号

あかねクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区北目町3-9-3F

佐藤玄徳内科クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区本町1-13-32 オーロラビル1F

⿁怒川眼科医院 04_宮城県 仙台市青葉区本町1-2-3

渡辺眼科医院 04_宮城県 仙台市青葉区本町1-4-35

宮城県保健福祉部 04_宮城県 仙台市青葉区本町3-8-1

木町ささきクリニック 04_宮城県 仙台市青葉区木町9-24

栗生内科胃腸科医院 04_宮城県 仙台市青葉区落合6丁目1-1

仙台乳腺クリニック 04_宮城県 仙台市青葉区立町1-23

いずみクリニック 04_宮城県 仙台市泉区加茂4-4-2

オーム・ドクターズ奥山 04_宮城県 仙台市泉区加茂4-4-5

桂島いずみクリニック 04_宮城県 仙台市泉区桂1-17-7

医療法人盟陽会 泉ヶ丘クリニック 04_宮城県 仙台市泉区桂1丁目18番1

向陽台クリニック 04_宮城県 仙台市泉区向陽台3-3-16

泉パークタウンクリニック 04_宮城県 仙台市泉区高森7-45-3

畑岡内科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区寺岡1-2-1

おがわ皮フ科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区七北田字野山10の34

医療法人松田会 松田病院 04_宮城県 仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地1

金渕整形外科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区将監2-12-1

松陵かきざきクリニック 04_宮城県 仙台市泉区松陵2-22-3

仙台胃腸クリニック 04_宮城県 仙台市泉区上谷刈2-4-30

いずみ往診クリニック 04_宮城県
仙台市泉区泉中央1-14-1 インテレクト21ビル

2F

医療法人社団 三好耳鼻咽喉科クリニッ

ク
04_宮城県 仙台市泉区泉中央1-34-1

仙台泉中央整形外科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区泉中央1-39-1

泉レディースクリニック 04_宮城県 仙台市泉区泉中央3-29-7

仙台循環器病センター 04_宮城県 仙台市泉区泉中央一丁目6-12

なりかわ内科・脳神経内科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区泉中央南5-6

いずみおおさわ眼科 04_宮城県
仙台市泉区大沢1-5-1 イオンタウン仙台泉大

沢店2階

仙台⾧命ケ丘クリニック 04_宮城県 仙台市泉区⾧命ケ丘2-21-1

仙台たなか整形外科スポーツクリニッ

ク
04_宮城県 仙台市泉区⾧命ケ丘2丁目21-1

三浦整形外科医院 04_宮城県 仙台市泉区南光台4-13-27

医療法人 佐竹医院 04_宮城県 仙台市泉区南光台5-28-3
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南光台伊藤クリニック 04_宮城県 仙台市泉区南光台南2-4-22

森整形外科リウマチ科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区南中山1-42-5 3F

虹の丘小児科内科クリニック 04_宮城県 仙台市泉区虹の丘1-11-16

八乙女クリニック 04_宮城県 仙台市泉区八乙女2丁目12-2

仙台北クリニック 04_宮城県 仙台市泉区八乙女中央5丁目11-11

大腸肛門科 仙台桃太郎クリニック 04_宮城県 仙台市泉区明石南6-13-3

仙台市立病院 04_宮城県 仙台市太白区あすと⾧町1-1-1

医療法人すがわら小児科クリニック 04_宮城県
仙台市太白区あすと⾧町1丁目2番1号 仙台⾧

町メディカルプラザ2階

あすと⾧町えだクリニック 04_宮城県 仙台市太白区あすと⾧町3-3-33

今野医院 04_宮城県 仙台市太白区鈎取1丁目6-17

さとう小児科内科 04_宮城県 仙台市太白区鈎取本町1-5-5

独立行政法人国立病院機構 仙台西多賀

病院
04_宮城県 仙台市太白区鈎取本町2-11-11

すけの医院 04_宮城県 仙台市太白区三神峯2-2-3

あんどうクリニック 04_宮城県 仙台市太白区四郎丸字吹上28-38

小林内科医院 04_宮城県 仙台市太白区鹿野2-4-15

佐々木悦子産科婦人科クリニック 04_宮城県 仙台市太白区鹿野本町11-21

かねこクリニック 04_宮城県 仙台市太白区西の平1-25-27

西多賀眼科医院 04_宮城県 仙台市太白区西多賀4-7-30

仁木耳鼻咽喉科 04_宮城県 仙台市太白区西中田5-17-47

花水こどもクリニック 04_宮城県 仙台市太白区泉崎1-32-15

⾧町南たかの整形外科 04_宮城県 仙台市太白区泉崎2丁目1-23

シエル皮ふ科クリニック 04_宮城県 仙台市太白区袋原4丁目37番8号1F

中田内科胃腸科医院 04_宮城県 仙台市太白区中田4-16-3

鈴木研一内科クリニック 04_宮城県
仙台市太白区⾧町3丁目3-6 ロイヤルシャトー

⾧町

みやざきクリニック 04_宮城県
仙台市太白区⾧町7-20-5 ララガーデン⾧町4

階

⾧町南クリニック 04_宮城県 仙台市太白区⾧町南2丁目6-5

しな子女性クリニック 04_宮城県 仙台市太白区⾧町南3丁目1-50-4F

わたなべクリニック 04_宮城県 仙台市太白区⾧町南4-12-27

内科 門間医院 04_宮城県 仙台市太白区八本松1丁目4-17

尾子クリニック 04_宮城県 仙台市太白区富沢南2-17-8

みみ・はな・のど富沢クリニック 04_宮城県 仙台市太白区富沢南2丁目17-14

ないとうクリニック 04_宮城県 仙台市太白区茂庭台3-30-30

中目眼科 04_宮城県 仙台市太白区柳生4-10-11

仙台柳生クリニック 04_宮城県 仙台市太白区柳生7-16-1

宍戸クリニック 04_宮城県 仙台市太白区柳生7丁目2-9
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多賀城あかざクリニック 04_宮城県 多賀城市高橋2-15-28

石井小児科 04_宮城県 多賀城市高崎3-27-27

山田憲一内科医院 04_宮城県 多賀城市山王字中山王13-1

藤野整形外科 04_宮城県 多賀城市大城5-1-1

かくたこども&アレルギークリニック 04_宮城県 多賀城市中央1丁目16-8

多賀城眼科 04_宮城県 多賀城市八幡2-16-41

今井医院 04_宮城県 多賀城市八幡2丁目12-70

関口内科胃腸科医院 04_宮城県 多賀城市八幡3-5-9

高橋医院 04_宮城県 大崎市岩出山字上川原町24の3

古川駅南耳鼻咽喉科 04_宮城県 大崎市古川駅南1-8-1

わんや産婦人科医院 04_宮城県 大崎市古川駅南3-11-2

三浦病院 04_宮城県 大崎市古川三日町二丁目3番45号

耳鼻咽喉科 佐藤医院 04_宮城県 大崎市古川十日町3-13

伊藤内科小児科医院 04_宮城県 大崎市古川小泉字泉40番地

大崎西整形外科 04_宮城県 大崎市古川新田字川原前297番地

こころのホスピタル・古川グリーンヒ

ルズ
04_宮城県 大崎市古川西館3-6-60

大崎ペインクリニック 04_宮城県 大崎市古川大宮3-8-10

一般財団法人 佐藤病院 04_宮城県 大崎市古川中里1丁目3-18

鴇田整形外科医院 04_宮城県 大崎市古川南町1-6-31

大崎市民病院 04_宮城県 大崎市古川穂波3丁目1-8

近江医院 04_宮城県 大崎市三本木字しらとり17-3

医療法人朋心会 旭山病院 04_宮城県 大崎市鹿島台平渡字大沢21-18

わたなべ産婦人科内科・小児科 04_宮城県 大崎市松山千石字松山440

サンクリニック 04_宮城県 登米市南方町鴻ノ木152-1

登米市立登米市民病院 04_宮城県 登米市迫町佐沼字下田中25番地

佐幸医院 04_宮城県 登米市迫町佐沼字錦10

耳鼻咽喉科 さぬま中央クリニック 04_宮城県 登米市迫町佐沼字江合1-8-1

ごとう眼科 04_宮城県 登米市迫町佐沼字小金丁50-2

医療法人 二瓶内科胃腸科医院 04_宮城県 登米市迫町佐沼字中江3-7-7

結城記念みなと産婦人科クリニック 04_宮城県 登米市迫町佐沼小金町22-5

登米市立豊里病院 04_宮城県 登米市豊里町土手下74-1

神山クリニック 04_宮城県 東松島市赤井字川前4-1-6

ししど内科クリニック 04_宮城県 東松島市赤井字南1-223

うつみレディスクリニック 04_宮城県 東松島市赤井字八反谷地132-6

伊東胃腸科内科 04_宮城県 東松島市赤井字鷲塚69-8

森さい生医院 04_宮城県 東松島市野蒜ヶ丘3丁目28-3

いしがき・みみはなのどクリニック 04_宮城県 東松島市矢本字上河戸81-1

やもと内科クリニック 04_宮城県 東松島市矢本字大溜325番地
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石垣クリニック内科・循環器科 04_宮城県 東松島市矢本字大林14

医療法人 やもと眼科 04_宮城県 東松島市矢本大溜343

橋本整形外科医院 04_宮城県 白石市旭町二丁目9-17

塚本内科消化器科 04_宮城県 白石市城南1-2-29

加藤小児科内科医院 04_宮城県 白石市大手町3番13号

海上内科医院 04_宮城県 白石市⾧町56-1

医療法人 浄仁会 大泉記念病院 04_宮城県 白石市福岡深谷字一本松5-1

医療法人 盟陽会 富谷中央病院 04_宮城県 富谷市上桜木2丁目1-6

いとうクリニック 04_宮城県 富谷市成田4丁目1-11

新富谷S・Sレディースクリニック 04_宮城県 富谷市成田9丁目1-20

渋谷クリニック 04_宮城県 富谷市日吉台2-38-10

医療法人社団ひかる会 のりこ小児科 04_宮城県 富谷市日吉台2丁目24-2

ちば小児科医院 04_宮城県 富谷市富谷北裏47

やすこ女性クリニック 04_宮城県 富谷市明石台6-1-20

あかいし台眼科 04_宮城県 富谷市明石台6-1-20

あいのもりクリニック 04_宮城県 名取市愛の杜1-2-1

さとうクリニック 04_宮城県 名取市手倉田字諏訪565-1

原田乳腺クリニック 04_宮城県 名取市手倉田八幡423-1

曽我内科こどもクリニック 04_宮城県 名取市杉ヶ袋字前沖71-1

洞口・佐藤クリニック 04_宮城県 名取市増田1-5-12

エアリ総合内科 漢方クリニック 04_宮城県
名取市杜せきのした5丁目3-1 イオンモール名

取1階

那智が丘クリニック 04_宮城県 名取市那智が丘4-19-1

ゆりあげクリニック 04_宮城県 名取市美田園7丁目17-3

仙台空港北クリニック 04_宮城県 名取市美田園八丁目1番地の8

大友医院ヒロミ小児科 04_宮城県 亘理郡亘理町下小路18-1

氏家医院 04_宮城県 亘理郡亘理町舘南86

やべ内科クリニック 04_宮城県 亘理郡亘理町吉田字松崎70-1

山形外科医院 04_宮城県 亘理郡亘理町字旧舘17-1

さくら整形外科クリニック 04_宮城県 亘理郡亘理町字東郷155-1

わたり眼科 04_宮城県 亘理郡亘理町新町62-12

三上医院 04_宮城県 亘理郡亘理町裏城戸179-1

にかほ市国民健康保険小出診療所 05_秋田県 にかほ市中三地字前田14-1

あべ内科クリニック 05_秋田県 横手市旭川3-3-34

石橋小児科医院 05_秋田県 横手市旭川一丁目5-5

さわぐちクリニック 05_秋田県 横手市横手町字四ノ口58-1

沢口内科医院 05_秋田県 横手市金沢中野字根小屋165-29

山田眼科医院 05_秋田県 横手市四日町5-25

渡部医院 05_秋田県 横手市十文字町佐賀会字下沖田17-2
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井田内科胃腸科医院 05_秋田県 横手市十文字町字海道下121-4

(医)阿部耳鼻咽喉科医院 05_秋田県 横手市十文字町西原2番町1-4

医療法人 岡田小児科医院 05_秋田県 横手市十文字町西原一番町51-2

条里プラタナス耳鼻科 05_秋田県 横手市条里1丁目10-17

こはま泌尿器科クリニック 05_秋田県 横手市杉沢字中杉沢519-1

介護老人保健施設 りんごの里 福寿園 05_秋田県 横手市増田町吉野字梨木塚100-1

桃雲堂 高橋医院 05_秋田県 横手市増田町増田字本町49-1

復古堂医院 05_秋田県 横手市朝日ケ丘3-1-45

梅の木ペインクリニック 05_秋田県 横手市梅の木町18-9

佐々木医院分院 05_秋田県 横手市雄物川町沼館字宮の目183-1

菅原医院 05_秋田県 角館市角館町田町上丁65

医療法人正和会 南秋田整形外科医院 05_秋田県 潟上市昭和大久保字街道下96-2

医療法人正和会 小玉医院 05_秋田県 潟上市昭和大久保字街道下96番地8

杉山病院 05_秋田県 潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41

佐藤医院 05_秋田県 山本郡三種町森岳字町尻13

森岳温泉病院 05_秋田県 山本郡三種町森岳字木戸沢199

なかの消化器内科クリニック 05_秋田県 鹿角市花輪字下中島81-2

かづの厚生病院 05_秋田県 鹿角市花輪字向畑18番地

医療法人恵愛会 鹿角中央病院 デイ

サービスセンター
05_秋田県 鹿角市花輪字六月田97番

医療法人恵愛会 鹿角中央病院 05_秋田県 鹿角市花輪字六月田97番地

白根医院 05_秋田県 秋田市旭北栄町5-29

吉成医院 05_秋田県 秋田市下新城中野字琵琶沼211-18

のりこ皮ふ科 05_秋田県 秋田市牛島東5丁目9-38

いなば御所野乳腺クリニック 05_秋田県 秋田市御所野下堤二丁目1-9

元町形成外科 05_秋田県 秋田市御所野元町五丁目12番1号

神眼科クリニック 05_秋田県 秋田市広面字近藤堰越4-1

広面ファミリークリニック 05_秋田県 秋田市広面字土手下52-2

城東内科 心臓とおなかのクリニック 05_秋田県 秋田市広面字樋ノ沖28番地2

ひかり桜ケアクリニック 05_秋田県 秋田市桜2-17-23

吉田胃腸科内科クリニック 05_秋田県 秋田市山王中園町１０-３０

秋田東病院・こころのクリニック・お

肌のクリニック
05_秋田県 秋田市山内字丸木橋167-3

つつみ整形外科 05_秋田県 秋田市寺内堂ノ沢3-8-24

医療法人 三愛会 お肌のクリニック 05_秋田県 秋田市手形住吉町1-3 三愛会ビル2階

介護老人保健施設あいぜん苑 05_秋田県 秋田市上新城道川字愛染58

吉田眼科 05_秋田県 秋田市新屋日吉町7-41

医療法人杏仁会 御所野ひかりクリニッ

ク
05_秋田県 秋田市仁井田字横山260番1
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耳鼻咽喉科 おのば能登医院 05_秋田県 秋田市仁井田字中新田66-1

いとう内科胃腸内科クリニック 05_秋田県 秋田市仁井田本町5-7-5

医療法人 太田眼科 05_秋田県 秋田市千秋久保田町3-21 千秋iLuckビル 2階

平野いたみのクリニック 05_秋田県 秋田市川尻御休町5-40

東海林整形外科クリニック 05_秋田県 秋田市川尻総社町17-8

さんのへ耳鼻咽喉科クリニック 05_秋田県 秋田市泉東町8-57

能登谷整形外科医院 05_秋田県 秋田市泉東町8-59

武田胃腸クリニック 05_秋田県 秋田市大町1-6-12

仲小路皮ふ科医院 05_秋田県 秋田市中通1-3-43 ドエル一丁2F

ふくおか内科クリニック 05_秋田県 秋田市中通2-5-1 クロッセ秋田3階

小川内科医院 05_秋田県 秋田市中通3-3-55

熊谷内科医院 05_秋田県 秋田市中通5丁目5-8

城東スポーツ整形クリニック 05_秋田県 秋田市中通7丁目1-3

医療法人小泉病院 小泉病院 05_秋田県 秋田市中通四丁目1-28

医療法人正和会 五十嵐記念病院 05_秋田県 秋田市土崎港中央1-17-23

田代クリニック 05_秋田県 秋田市東通1-23-1

医療法人 城東整形外科 05_秋田県 秋田市東通6-7-6

医療法人 藤盛レィデーズクリニック 05_秋田県 秋田市東通仲町4-1 4F

早川眼科伊奈皮ふ科医院 05_秋田県 秋田市南通亀の町4-36

福島内科医院 05_秋田県 秋田市南通宮田15番地46号

医療機関 梅栄会 細谷病院 05_秋田県 秋田市南通宮田3-10

澤口医院 05_秋田県 秋田市八橋三和町14-6

えのきこどもクリニック 05_秋田県 秋田市八橋田五郎2-13-18

細部眼科医院 05_秋田県 秋田市保戸野すわ町15-2

いなみ小児科ファミリークリニック 05_秋田県 秋田市保戸野中町1-45

岩渕内科胃腸科クリニック 05_秋田県 秋田市保戸野中町7-20

仙南診療所 05_秋田県 仙北郡美郷町金沢西根字上糠渕31-1

佐藤医院 05_秋田県 仙北市角館町下新町13

市立角館総合病院 05_秋田県 仙北市角館町岩瀬3番地

野々部外科内科医院 05_秋田県 仙北市角館町田町上丁52-1

市立田沢湖病院 05_秋田県 仙北市田沢湖生保内字浮世坂17-1

かとうファミリークリニック 05_秋田県 仙北市田沢湖生保内字浮世坂74-1

独立行政法人労働者健康安全機構 秋田

労災病院
05_秋田県 大館市軽井沢字下岱30

石母田耳鼻咽喉科医院 05_秋田県 大館市御成町3丁目3-2

医療法人健永会 大館記念病院 05_秋田県 大館市御成町三丁目2-3

大館記念病院 05_秋田県 大館市御成町三丁目2番3号

石塚医院 05_秋田県 大館市向町23

根田内科医院 05_秋田県 大館市根下戸新町Ⅰ-22
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佐々木内科医院 05_秋田県 大館市字谷地町後59

さとう心療内科 05_秋田県 大館市水門町2-13

小山内医院 05_秋田県 大館市水門町6-20

さくらば医院 05_秋田県 大館市東台5-1-44

ファミリークリニック千田 05_秋田県 大館市比内町扇田字新⾧岡193-1

黒澤医院 05_秋田県 大仙市刈和野字清光院後24-1

秋田県立リハビリテーション・精神医

療センター
05_秋田県 大仙市協和上淀川字五百刈田352番地

サンメンタルクリニック 05_秋田県 大仙市協和上淀川字中嶋33番地

佐藤レデイースクリニック 05_秋田県 大仙市戸蒔字谷地添106-1

三浦クリニック 05_秋田県 大仙市幸町4-23-2

神岡診療所 05_秋田県 大仙市神宮寺字本郷下64-1

医療法人道真会 太田診療所 05_秋田県 大仙市太田町横沢字窪関南505番1

大仙眼科クリニック 05_秋田県 大仙市大花町14-3

大曲リハビリテーションクリニック 05_秋田県 大仙市大曲住吉町1-17

小山田医院 05_秋田県 大仙市大曲須和町1-4-21

中島内科医院 05_秋田県 大仙市朝日町17-1

滑川医院 05_秋田県 大仙市⾧野字九日町15-1

ケイメンタルクリニック 05_秋田県 大仙市通町10番8号

たむら船越クリニック 05_秋田県 男鹿市船越字内子65-10

男鹿加藤診療所 05_秋田県 男鹿市脇本脇本字下谷地39番地1

医療法人 斉藤内科皮膚科 05_秋田県 湯沢市愛宕町3-11-37

医療法人尚仁会 松田記念泌尿器科クリ

ニック
05_秋田県 湯沢市森字大島34番地1号

山本内科医院 05_秋田県 湯沢市表町2-3-7

山須田医院 05_秋田県 能代市花園町10-1

たなか耳鼻咽喉科医院 05_秋田県 能代市彩霞⾧根33-1

能代南内科内視鏡クリニック 05_秋田県 能代市寿域⾧根55-30

金田医院 05_秋田県 能代市二ツ井町字比井野94

工藤眼科医院 05_秋田県 能代市富町10-8

さとう眼科 05_秋田県 能代市万町3-10

わたなべ整形外科 05_秋田県 能代市落合中前田207

北秋田市立 米内沢診療所 05_秋田県 北秋田市米内沢字林ノ腰3番地

猪股医院 05_秋田県 由利本荘市給人町6-2

由利本荘医師会病院 05_秋田県 由利本荘市水林456-4

由利組合総合病院 05_秋田県 由利本荘市川口字家後38

伊藤医院 05_秋田県 由利本荘市中田代字板井沢114-7

医療法人社団 大道寺内科医院 06_山形県 山形市上町3丁目11-4

あんどうクリニック 06_山形県 寒河江市大字中郷1042-2
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国井クリニック 06_山形県 寒河江市中郷1450-1

⿁海小児科 06_山形県 寒河江市八幡町1番10号

あきば医院 06_山形県 寒河江市末広町2-33

折居内科医院 06_山形県 寒河江市落衣前2-1

医療法人 永井医院 06_山形県 最上郡最上町向町536-9

町立真室川病院 06_山形県 最上郡真室川町新町469-1

姉﨑外科内科医院 06_山形県 最上郡真室川町大字新町125-3

大蔵村診療所 06_山形県 最上郡大蔵村大字清水2325-3

あかねケ丘整形外科医院 06_山形県 山形市あかねヶ丘2-10-3

芳賀胃腸科内科クリニック 06_山形県 山形市あこや町2-15-1

済生会 山形済生病院 06_山形県 山形市沖町79-1

伊沢内科胃腸科医院 06_山形県 山形市下東山4319-1

板坂胃腸科内科クリニック 06_山形県 山形市江俣4-6-23

井出眼科病院 06_山形県 山形市香澄町3丁目6-13

佐々木医院 内科 皮ふ科 06_山形県 山形市肴町3番34号

医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院 06_山形県 山形市桜町7番44号

医療法人 和田内科クリニック 06_山形県 山形市桜田東2-10-37

黒田内科クリニック 06_山形県 山形市七日町4-13-33

山口内科クリニック 06_山形県 山形市七日町5-12-14

いそだ医院 06_山形県 山形市漆山2573-1

ほんまこどもクリニック 06_山形県 山形市若宮1-11-33

医療法人横山厚生会 横山病院 06_山形県 山形市十日町3-6-48

高柳整形外科クリニック 06_山形県 山形市十日町三丁目7番22号

中島眼科医院 06_山形県 山形市春日町8-31

堺内科胃腸科医院 06_山形県 山形市小白川町2-1-65

わだ心療内科クリニック 06_山形県 山形市小白川町4-3-24

もんま内科皮ふ科医院 06_山形県 山形市小立2-7-20

相馬脳神経クリニック 06_山形県 山形市松波1-11-35

かわごえ内科クリニック 06_山形県 山形市松波二丁目2番9号

みさわクリニック 06_山形県 山形市城南町3-5-28

城北すずき内科クリニック 06_山形県 山形市城北町2-10-5

橋本こどもクリニック 06_山形県 山形市瀬波1-1-36

金井たかはし眼科 06_山形県 山形市瀬波1-6-15

塩見整形 06_山形県 山形市成沢西1-2-6

平林耳鼻科皮膚科医院 06_山形県 山形市成沢西2-9-3

一般財団法人 全日本労働福祉協会 東

北支部
06_山形県 山形市西崎49-6

(一財)全日本労働福祉協会 東北支部 山

形健診センター
06_山形県 山形市西崎49番地の6
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まつながキッズクリニック 06_山形県 山形市西田2-2-10

にとうべ内科 06_山形県 山形市大字松原488-18

殿岡内科医院 06_山形県 山形市中桜田3-2-17

おかべクリニック 06_山形県 山形市⾧谷堂4464

医療法人 内藤医院 06_山形県 山形市鉄砲町1丁目4番20号

杉山内科クリニック 06_山形県 山形市嶋北1丁目14-3

みゆき会 南館クリニック 06_山形県 山形市南館4-1-45

ゆうき整形外科 06_山形県 山形市南原町一丁目25-20

おおたけ医院 06_山形県 山形市南三番町7-18

あきらクリニック 06_山形県 山形市南四番町12-10

PFC JAPAN CLINIC 山形 06_山形県 山形市南四番町3-6

馬見ヶ崎こどもクリニック 06_山形県 山形市馬見ヶ崎1丁目18-6

高橋胃腸科内科医院 06_山形県 山形市飯塚町448-3

一般財団法人 日本健康管理協会 山形

健康管理センター
06_山形県 山形市桧町4-8-30

本町矢吹クリニック 06_山形県 山形市本町1-6-17

公立学校共済組合東北中央病院 06_山形県 山形市和合町3丁目2番5号

諸星外科内科クリニック 06_山形県 酒田市ゆたか1-5-1

青木皮膚科医院 06_山形県 酒田市ゆたか2-1-11

医療法人社団健好会 サイトー内科 06_山形県 酒田市一番町9-9

髙木整形外科クリニック 06_山形県 酒田市亀ヶ崎7-1-30

高見台クリニック 06_山形県 酒田市高見台1-13-14

今泉クリニック 06_山形県 酒田市若浜町5-29

医療法人 山本医院 06_山形県 酒田市新井田町15-3

しんばしクリニック 06_山形県 酒田市新橋3-1-38

健生ふれあいクリニック 06_山形県 酒田市泉町1-16

山原整形外科クリニック 06_山形県 酒田市大宮一貫野82

さとう内科クリニック 06_山形県 酒田市東泉町1丁目12-50

みちもと眼科医院 06_山形県 酒田市東泉町2-9-3

菅原外科内科医院 06_山形県 酒田市東大町1-10-6

医療法人山容会 山容病院 06_山形県 酒田市浜松町1-7

渋谷医院 06_山形県 上山市十日町7-3

医療法人⾧清会 ⾧岡医院 06_山形県 上山市沢丁9番13号

新庄井出眼科 06_山形県 新庄市沖の町3-3

ハートクリニックひろの 06_山形県 新庄市下金沢町5-33

医療法人 三條医院 06_山形県 新庄市大手町5-11

東山整形外科クリニック 06_山形県 新庄市東谷地田町5-7

工藤内科医院 06_山形県 西村山郡河北町溝延西浦12-1

医療法人 板坂医院 06_山形県 西村山郡河北町谷地甲217
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山形県立 河北病院 06_山形県 西村山郡河北町谷地字月山堂111

浅野耳鼻咽喉科医院 06_山形県 西村山郡河北町谷地所岡3-2-9

西川町立病院 06_山形県 西村山郡西川町海味581

小国町立病院 06_山形県 西置賜郡小国町大字あけぼの一丁目1番地

田中クリニック 06_山形県 西置賜郡小国町大字小国町170-2

新野医院 06_山形県 西置賜郡白鷹町鮎貝1077

多田医院 06_山形県 西置賜郡白鷹町荒砥甲1055

飯豊町中津川診療所 06_山形県 西置賜郡飯豊町大字上原622

(医) 八鍬医院 06_山形県 村山市楯岡新高田9-24

医療法人かるべクリニック 06_山形県 村山市楯岡新町4丁目9番6号

はんだクリニック 06_山形県 村山市楯岡新町二丁目7-17

たておか小児クリニック 06_山形県 村山市楯岡二日町7-7

羽根田医院 06_山形県 村山市湯野沢1921

なかさとこどもクリニック 06_山形県 ⾧井市小出3930-3

桑島眼科医院 06_山形県 ⾧井市本町2-2-12

心臓・血圧 満天クリニック 06_山形県 鶴岡市のぞみ町5-17

わかな内科医院 06_山形県 鶴岡市家中新町11番41号

丸岡真柄医院 06_山形県 鶴岡市丸岡字町の内291-40

三原皮膚科 06_山形県 鶴岡市錦町17-3

桂医院 06_山形県 鶴岡市桂荒俣字下桂105-2

なごみクリニック 06_山形県 鶴岡市桜新町13-3

本田耳鼻咽喉科医院 06_山形県 鶴岡市新海町13-24

医療法人秀栄会 中村内科胃腸科医院 06_山形県 鶴岡市新海町14-20

本田耳鼻咽喉科医院 06_山形県 鶴岡市新開町13-24

奥山皮フ科 06_山形県 鶴岡市切添町21-22

今立小児科医院 06_山形県 鶴岡市鳥居町2-30

すこやかレディースクリニック 06_山形県 鶴岡市東原町19-27

こばやしクリニック 06_山形県 鶴岡市藤浪4丁目111-6

上野整形外科 06_山形県 鶴岡市日吉町10-43

オリーブこころのクリニック 06_山形県 鶴岡市日枝字小真木原116番26

いとうクリニック 小児科 06_山形県 鶴岡市日出1-17-8

遠藤医院 06_山形県 鶴岡市板井川字片茎80

おかべ内科胃腸科医院 06_山形県 鶴岡市平成町11-18

医療法人社団 五和会 神村内科医院 06_山形県 天童市鍬ノ町1-3-22

三條外科胃腸科医院 06_山形県 天童市五日町1-3-7

医療法人社団 目黒クリニック循環器科

内科
06_山形県 天童市糠塚1-4-1

芳賀心療内科・神経科クリニック 06_山形県 天童市田鶴町4-2-53

宮脇医院 06_山形県 天童市東本町3-4-13
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内科・胃腸科 高橋医院 06_山形県 天童市東本町一丁目1-32

吉岡病院 06_山形県 天童市東本町三丁目5番21号

介護老人保健施設 ラ・フォーレ天童 06_山形県 天童市道満193-1

さいとう内科胃腸科クリニック 06_山形県 天童市南町２丁目１０-５

おおやま皮膚科 06_山形県 天童市南町3-1-18

ひがしたに小児科 06_山形県 天童市南町3-1-24

てんどう脳神経外科・頭痛クリニック 06_山形県 天童市芳賀タウン南3丁目7-7

大竹内科呼吸器科医院 06_山形県 天童市老野森1丁目5-1

柴田内科循環器科クリニック 06_山形県 東根市一本木二丁目4番25号

さくらんぼクリニック 06_山形県 東根市羽入2098-4

大沼医院 06_山形県 東根市神町中央一丁目11番18号

けんじ脳神経クリニック 06_山形県 東根市神町中央一丁目8番11号

いとう内科クリニック 06_山形県 東根市神町北1-3-41

金村医院 06_山形県 東根市本丸西4丁目1番24号

鈴木医院 06_山形県 東村山郡山辺町山辺1068

ひでたま胃腸科眼科クリニック 06_山形県 東村山郡山辺町山辺6139-6

医療法人 花開暸 鈴木医院 06_山形県 東村山郡山辺町大字山辺1068

至誠堂総合病院附属中山診療所 06_山形県 東村山郡中山町⾧崎3030-1

斎藤内科循環器科クリニック 06_山形県 東置賜郡川西町上小松1068-6

医療法人社団きじまキッズクリニック 06_山形県 東置賜郡川西町上小松915-5

公立置賜川西診療所 06_山形県 東置賜郡川西町大字上小松2918-2

おきたまフラワークリニック 06_山形県 東置賜郡川西町大字西大塚1623-1

柄沢医院 06_山形県 東置賜郡川西町大字中小松2215-1

医療法人 かとう医院 06_山形県 東田川郡庄内町余目字町15-1

医療法人社団 鈴木内科医院 06_山形県 南陽市宮内4545-2

板垣医院 06_山形県 南陽市宮内587-2

後藤医院 06_山形県 南陽市赤湯342

医療法人社団 須藤皮膚科医院 06_山形県 南陽市二色根75-9

加藤クリニック 06_山形県 尾花沢市若葉町2-1-7

医療法人 舟山病院 06_山形県 米沢市駅前2-4-8

斎藤医院 06_山形県 米沢市駅前4-3-35

神尾胃腸科 06_山形県 米沢市城西3-2-5

医療法人 石橋医院 06_山形県 米沢市信夫町5-19

医療法人メディカルプラザ山口医院 06_山形県 米沢市川井小路1-3

米沢市立病院 06_山形県 米沢市相生町6-36

石山内科クリニック 06_山形県 米沢市太田町5-1530-67

田中クリニック 06_山形県 米沢市大字川井2356-1
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堀内医院 06_山形県 米沢市大町3-6-7

中條医院 06_山形県 米沢市中央五丁目2番43号

みみはなのど さいとうクリニック 06_山形県 米沢市東3丁目4-36

酒井耳鼻咽喉科医院 06_山形県 米沢市木場町3-8

順仁堂 遊佐病院 06_山形県 飽海郡遊佐町遊佐字石田7

吾妻クリニック 06_山形県 北村山郡大石田町大字大石田甲93-4

いわき小名浜眼科 07_福島県
いわき市小名浜字辰巳町79番地 イオンモール

いわき小名浜4階

比佐医院 07_福島県 いわき市常磐湯本町三函58-1

小松医院 07_福島県 いわき市遠野町上遠野字本町84

あべクリニック 07_福島県 いわき市久之浜町久之浜字九反坪11

医療法人 花田内科クリニック 07_福島県 いわき市錦町綾ノ内119

矢吹病院 07_福島県 いわき市佐糠町東1丁目18-3

額賀胃腸科内科醫院 07_福島県 いわき市四倉町6-105

⾧瀬内科胃腸科 07_福島県 いわき市四倉町上仁井田字北姥田6-1

木村医院 07_福島県 いわき市四倉町西3-14-9

西山眼科医院 07_福島県 いわき市四倉町西3丁目6-1

須田医院 07_福島県 いわき市小島町1-5-2

村岡産婦人科医院 07_福島県 いわき市小名浜岡小名4-7-1

小名浜生協病院 07_福島県 いわき市小名浜岡小名字山ノ神32

医療法人 高木内科医院 07_福島県 いわき市小名浜寺廻町14-20

みちや内科胃腸科 07_福島県 いわき市小名浜住吉字道下33

医)正風会 石井脳神経外科・眼科病院 07_福島県 いわき市小名浜林城字塚前3-1

常磐腎ひ尿器クリニック 07_福島県 いわき市常磐下船尾町古内292-6

渡辺産科婦人科 07_福島県 いわき市常磐関船町二丁目7-1

すけがわ内科クリニック 07_福島県 いわき市植田町根小屋309番地の3

医療法人 松崎内科 07_福島県 いわき市植田町本町2-4-7

泉やまのべ眼科 07_福島県 いわき市泉玉露5-17-15

中央台遠藤内科クリニック 07_福島県 いわき市中央台高久2-22-1

医療法人博栄会 中央台たなか眼科 07_福島県 いわき市中央台高久2-8-1

(医)石井内科クリニック 07_福島県 いわき市中央台鹿島3-35-3

ノブマタニティークリニック 07_福島県 いわき市中央台飯野4-18-2

渡辺婦人科・内科クリニック 07_福島県 いわき市東田町2-15-8

ごらい耳鼻咽喉科 07_福島県 いわき市内郷小島町作田51-1

医療法人社団ときわ会 いわき泌尿器科 07_福島県 いわき市内郷綴町沼尻62

あんざいクリニック 07_福島県 いわき市平下荒川字大作133-5

横川内科医院 07_福島県 いわき市平下神谷字立田帯13-1

松村総合病院 07_福島県 いわき市平字小太郎町1番地の1
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中野内科クリニック 07_福島県 いわき市平字鍛冶町13 国府田ビル3階

ストレスクリニック 07_福島県 いわき市平字田町1-7 三延ビル4F

島田眼科医院 07_福島県 いわき市平字菱川町1-2

にむら甲状腺と消化器クリニック 07_福島県
いわき市平上荒川字⾧尾16 サカトミクリニッ

クビル1階

いわき整形外科 07_福島県 いわき市平谷川瀬1-10-7

山内クリニック 07_福島県 いわき市平谷川瀬1丁目16-5

医療法人緑風会 小野整形外科医院 07_福島県 いわき市平谷川瀬二丁目13-1

村田耳鼻咽喉科 07_福島県 いわき市平中平窪細田町3-2

佐藤マタニティー・クリニック 07_福島県 いわき市勿来町窪田町通1-124

医療法人 イノモト医院耳鼻咽喉科 07_福島県 福島市瀬上町字四斗蒔24-7

遠藤内科医院 07_福島県 伊達郡桑折町字陣屋1-6

佐藤医院 07_福島県 伊達郡川俣町五百田20-9

鈴木内科医院 07_福島県 伊達郡川俣町字新中町21-3

医療法人かしの木内科クリニック 07_福島県 伊達市岡前20-6

公益財団法人仁泉会 北福島医療セン

ター
07_福島県 伊達市箱崎字東23番地1

桑名医院 07_福島県 伊達市片町41

ほばら眼科 07_福島県 伊達市保原町宮下17-1

保原中央クリニック 07_福島県 伊達市保原町字城ノ内73-1

石川小児科内科クリニック 07_福島県 伊達市保原町字半道21

池田皮膚科クリニック 07_福島県 伊達市保原町上保原字中ノ台4-20

さとうファミリークリニック 07_福島県 伊達市保原町上保原字中島8-5

医療法人 大山クリニック 07_福島県 伊達市北後13-1

医療法人 もり医院 07_福島県 伊達市梁川町希望ヶ丘24

医療法人 掛田中央内科 07_福島県 伊達市霊山町掛田字西裏49-1

医療法人 神岡クリニック 07_福島県 伊達市霊山町掛田字中町11

医療法人 寿松堂 渡辺医院 07_福島県 河沼郡会津坂下町字五反田1181

医療法人 わたなべクリニック 07_福島県 会津若松市一箕町松⾧1-17-32

(医法)健心会 えんどうクリニック 07_福島県 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原417-3

林谷内科医院 07_福島県 会津若松市栄町7-26

こばり耳鼻咽喉科クリニック 07_福島県 会津若松市宮町6番55号

⾧谷川内科消化器科医院 07_福島県 会津若松市行仁町３-３１

五十嵐整形外科ペインクリニック 07_福島県 会津若松市城東町6-10

(医)クリニック荒木 07_福島県 会津若松市神指町黒川字湯川東227

いがらし耳鼻咽喉科 07_福島県 会津若松市扇町17

渡辺脳神経クリニック 07_福島県 会津若松市町北町中沢字新田27-1

(一社)順天道医院 米山眼科 07_福島県 会津若松市東栄町6-7

(医)いとう子どもクリニック 07_福島県 会津若松市門田町黒岩大坪180
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岡ノ内クリニック 07_福島県 岩瀬郡鏡石町岡ノ内306

矢吹医院 07_福島県 岩瀬郡鏡石町中央206

医療法人 仁ノ会 鏡石クリニック 07_福島県 岩瀬郡鏡石町本町201-3

医療法人くまたクリニック 07_福島県 喜多方市塩川町東栄町5-5-11

高橋小児クリニック 07_福島県 喜多方市関柴町上高額字家ノ北605-1

君島内科消化器科クリニック 07_福島県 喜多方市字1丁目4569

鳴瀬病院 07_福島県 喜多方市字稲荷宮7307番地の1

医療法人 佐原病院 07_福島県 喜多方市字永久7689-1

医療法人 手代木医院 07_福島県 喜多方市字経檀45-1

喜多方腎泌尿器クリニック 07_福島県 喜多方市字三丁目4782番

福田耳鼻咽喉科医院 07_福島県 喜多方市字西四ツ谷275

医療法人 日新会 入澤病院 07_福島県 喜多方市蒔田3106-2

医療法人 昨雲会 飯塚病院 07_福島県 喜多方市松山町村松字北原3634-1

医療法人 昨雲会 飯塚病院附属有隣病

院
07_福島県 喜多方市松山町村松字北原3643-1

ささうち内科クリニック 07_福島県 郡山市富久山町久保田112

医療法人 かわなこどもクリニック 07_福島県 郡山市安積3-298

池田内科医院 07_福島県 郡山市安積町荒井字下北井前43-5

社会医療法人 あさかホスピタル 07_福島県 郡山市安積町笹川字経担45

あさかの杜クリニック 07_福島県 郡山市安積町成田字漆山50

渋谷クリニック 07_福島県 郡山市安積町成田字西畑13-1

一般財団法人 慈山会 医学研究所付属 

坪井病院
07_福島県 郡山市安積町⾧久保1-10-13

医療法人 宮田泌尿器科 07_福島県 郡山市安積町⾧久保一丁目4番地の2

ファミリークリニックさとう 07_福島県 郡山市開成五丁目12番2号

さくまファミリークリニック 07_福島県 郡山市亀田1-51-12

医療法人 仁正会 塚原産婦人科内科・

外科医院
07_福島県 郡山市桑野二丁目-34-12

二瓶医院 07_福島県 郡山市湖南町三代字御代1250

桜井産婦人科医院 07_福島県 郡山市虎丸町23-18

たるかわクリニック 07_福島県 郡山市御前南1-13

眼科君塚医院 07_福島県 郡山市御前南1-5

公益財団法人 星総合病院 07_福島県 郡山市向河原町159番1号

寿泉堂香久山病院 07_福島県 郡山市香久池一丁目18番11号

医療法人 根本クリニック 07_福島県 郡山市咲田1-5-11

じんキッズクリニック 07_福島県 郡山市山崎305-6

医療法人慈繁会付属トータルヘルスク

リニック
07_福島県 郡山市字山崎171
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一般社団法人 郡山医師会 郡山市医療

介護病院
07_福島県 郡山市字上亀田1-1

東部整形外科 07_福島県 郡山市字北畑14

医療法人 明信会 今泉西病院 07_福島県 郡山市朝日2丁目18-8

鈴木ファミリークリニック内科小児科 07_福島県 郡山市土瓜2-2-4

ひわだ太田診療所 07_福島県 郡山市日和田町字原12-41

(医)森藤医院 07_福島県 郡山市日和田町字山ノ井2

一般財団法人 太田綜合病院附属 太田

熱海病院
07_福島県 郡山市熱海町熱海5-240

すずきレディースクリニック 07_福島県 郡山市八山田5-23

むかわクリニック 07_福島県 郡山市八山田5-79

医療法人 おおつき耳鼻咽喉科クリニッ

ク
07_福島県 郡山市八山田西1-93

ひだ内科・神経内科クリニック 07_福島県 郡山市八山田西三丁目13番地

太田整形外科クリニック 07_福島県 郡山市不動前一丁目38-1

(医)浅木整形外科医院 07_福島県 郡山市富久山町久保田金堀田40-2

ロブレ耳鼻咽喉科 07_福島県 郡山市富久山町久保田字伊賀河原13-1

医療法人 はぐくみ いいもり子ども医

院
07_福島県 郡山市富久山町久保田字伊賀河原3

伊藤眼科 07_福島県 郡山市富久山町久保田字伊賀河原5

あまら整形外科 07_福島県 郡山市富久山町久保田字伊賀河原9-1

おおたけ内科外科クリニック 07_福島県 郡山市富久山町八山田字東平作10-6

鈴木医院 07_福島県 郡山市富久山町福原字鎌田24-8

半田整形外科 07_福島県 郡山市富久山町福原字鳴伊賀62-1

おおた呼吸器クリニック 07_福島県 郡山市富田東3丁目105番地

公益財団法人 星総合病院 星ヶ丘病院 07_福島県 郡山市片平町字北三天7

医療法人 仁寿会 菊池医院 07_福島県 郡山市本町1-13-17

山本内科医院 07_福島県 郡山市本町二丁目7-15

内科・リウマチ科 大口クリニック 07_福島県 郡山市麓山二丁目11-8

郡山アイクリニック 07_福島県 郡山市燧田195 エスパル内1F

橋本医院 07_福島県 須賀川市越久字三斗内76

医療法人 三愛会 池田記念病院 07_福島県 須賀川市森宿字狐石129-7

太田メディカルクリニック 07_福島県 須賀川市諏訪町5

あづまクリニック 07_福島県 須賀川市前川52-1

内科・循環器科 矢部医院 07_福島県 須賀川市大町280

医療法人 こんの小児科 07_福島県 須賀川市中宿346番地

医療法人 ⾧沼クリニック 07_福島県 須賀川市⾧沼殿町11-3

髙橋整形外科 07_福島県 須賀川市塚田142
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折笠クリニック 07_福島県 須賀川市東作146-7

豊増医院 07_福島県 須賀川市東町55-7

今泉須賀川医院 07_福島県 須賀川市南町320

医療法人 西間木医院 07_福島県 須賀川市和田字弥六内356-4

かねこクリニック 07_福島県 西白河郡西郷村字道南東11番地

医療法人 小針医院 07_福島県 西白河郡矢吹町曙町86

きたむら整形外科 07_福島県 西白河郡矢吹町八幡町261-1

まつやまクリニック 07_福島県 西白河郡矢吹町八幡町562-1

医療法人あさひ会 渡部医院 介護老人

保健施設 プロヴィデンス
07_福島県 西白河郡矢吹町文京町226

医療法人あさひ会 渡部医院 07_福島県 西白河郡矢吹町文京町226

公益財団法人 会田病院 07_福島県 西白河郡矢吹町本町216番地

平田中央病院附属 中島医院 07_福島県 石川郡石川町字新町46-1番地

(医)邦諭会 とみおか診療所 07_福島県 双葉郡富岡町小浜字中央374-1

菅野医院 07_福島県 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎61-1

医療法人寛和会 浜通りふれあい診療所 07_福島県 相馬市沖ノ内1丁目2-10

相馬中央病院 07_福島県 相馬市沖ノ内3-5-18

公立相馬総合病院 07_福島県 相馬市新沼字坪ヶ迫142

米村胃腸科内科医院 07_福島県 相馬市中村1-3-10

みみはなのど荒川クリニック 07_福島県 相馬市中村字荒井町34

医療法人緑樹会 早川医院 07_福島県 相馬市中村字泉町9-1

のざわ内科クリニック 07_福島県 田村郡三春町貝山字岩田86-2

三春町立三春病院 07_福島県 田村郡三春町字六升蒔50番地

医療法人 西山会 なごみファミリーク

リニック
07_福島県 田村郡三春町大字熊耳字上荒井199番地の1

せんざき医院 07_福島県 田村郡三春町大町32

医療法人佑和会 雷クリニック 07_福島県 田村郡三春町担橋2丁目1-2

しのはら眼科 07_福島県 田村郡三春町北町19

公立小野町地方綜合病院 07_福島県 田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2

医療法人 朝陽会 橋本医院 07_福島県 田村郡小野町大字谷津作字馬場70-1

医療法人 慶信會 石塚醫院 07_福島県 田村郡小野町品ノ木123

医療法人 明孝会 青山医院 07_福島県 田村市常葉町常葉字荒町48

医療法人 白岩医院 07_福島県 田村市常葉町常葉字内町48

医療法人 東部台こどもクリニック 07_福島県 田村市船引町東部台3丁目78

おおひら整形外科クリニック 07_福島県 東白川郡棚倉町大字棚倉字町裏53-8

あらまちクリニック 07_福島県 東白川郡棚倉町棚倉字北町156-2

医療法人社団 青秀会 車田病院 07_福島県 東白川郡塙町大字塙字大町3丁目35番地

医療法人 聖友会 東舘診療所 07_福島県 東白川郡矢祭町東舘字反田13-1
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医療法人 みぎわ会 ⾧谷川医院 07_福島県 南会津郡南会津町田島字中町甲3936

南相馬中央医院 07_福島県 南相馬市原町区橋本町1-3-2

三澤内科ハートクリニック 07_福島県 南相馬市原町区日の出町541-4

鹿島厚生病院 07_福島県 南相馬市鹿島区横手字川原2

みうら内科クリニック 07_福島県 二本松市羽石110-6

医療法人 森小児科医院 07_福島県 二本松市郭内2-341

東雲堂内科・循環器内科クリニック 07_福島県 二本松市岳温泉1-164-2

二本松ウイメンズクリニック 07_福島県 二本松市亀谷1-275-4

医療法人社団 慈水会 みずのクリニッ

ク
07_福島県 二本松市根崎1-55

整形外科内科リウマチ科 小林医院 07_福島県 二本松市根崎二丁目197番地

野地眼科医院 07_福島県 二本松市若宮1-183

(医)靜心会 斎藤医院 07_福島県 二本松市若宮2-204-1

(医)社団実生会 土川産婦人科医院 07_福島県 二本松市松岡265-16

JCHO 二本松病院 07_福島県 二本松市成田町一丁目553番地

渡辺医院 07_福島県 二本松市正法寺町186-1

土川内科小児科 07_福島県 二本松市槻木250番地3

かさい小児科クリニック 07_福島県 二本松市油井字福岡161-1

しんいち内科 07_福島県 二本松市油井字福岡40-1

つかはら内科クリニック 07_福島県 白河市郭内12-14

医療法人社団慈泉会 南湖こころのクリ

ニック
07_福島県 白河市関辺引目橋33

近藤眼科 07_福島県 白河市大手町4番地5

医療法人 河田眼科医院 07_福島県 白河市大手町6-5

くにい増見クリニック 07_福島県 白河市大信増見下ノ田45

渡辺医院 07_福島県 白河市中町5

吉田医院 07_福島県 白河市年貢町2

みうら小児クリニック 07_福島県 白河市白坂石阿彌陀17-1

白河市表郷クリニック 07_福島県 白河市表郷金山字⾧者久保2-5

青村眼科医院 07_福島県 白河市本町63

医療法人 片倉クリニック 07_福島県 白河市立石120-6

尾股整形外科医院 07_福島県 白河市立石123

医療法人 翌檜会 いがらし内科クリ

ニック
07_福島県 白河市老久保13-1

医療法人社団  トータルアイケア 07_福島県 福島市栄町1-15 福島キャピタルフロント7階

あずま通りクリニック 07_福島県 福島市栄町1-28 松ヶ丘ビル1F

福島県赤十字血液センター 07_福島県 福島市永井川字北原田17
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医療法人 日優会 さとう日出夫整形外

科
07_福島県 福島市岡部字中条65

医療法人 菊池クリニック 07_福島県 福島市花園町7-31

ましこ眼科クリニック 07_福島県 福島市丸子字吉堀15-2

腎・泌尿器科クリニックさかがみ 07_福島県 福島市丸子字町頭20-13

ながおさ整形外科 07_福島県 福島市吉倉字八幡8-1

この花内科クリニック 07_福島県 福島市郷野目字仲11

御山内科クリニック 07_福島県 福島市御山字仲ノ町97-2

手塚クリニック 07_福島県 福島市御山清水尻51

黒岩内科医院 07_福島県 福島市黒岩字榎平64-1

桜水さかい眼科 07_福島県 福島市笹谷字塗谷地37-3

医療法人 杏泉堂 本間内科 07_福島県 福島市笹木野字小針尻20番地の5

介護老人保護施設「聖・オリーブの

郷」
07_福島県 福島市山口字梅本11-1

いわた整形外科 07_福島県 福島市字荒屋敷53-8

小島内分泌内科クリニック 07_福島県 福島市松波町 2-8

福島市夜間急病診療所 07_福島県 福島市上町5番6号 上町テラス2階

上野寺内科・呼吸器内科クリニック 07_福島県 福島市上野寺字西原9-1

やざわみほこレディースクリニック 07_福島県 福島市森合字高野1-23

まゆみ整形外科クリニック 07_福島県 福島市森合字上森合6-1

医療法人佐藤医院 07_福島県 福島市陣場町1-8

ABCクリニック 新妻産婦人科 07_福島県 福島市陣場町9-18

成田内科医院 07_福島県 福島市陣場町9-23 キクヤクリニックビル2F

きらり健康生活協同組合 せのうえ健康

クリニック
07_福島県 福島市瀬上町字四斗蒔1-6

奥野胃腸科内科医院 07_福島県 福島市瀬上町字寺前7

医療法人回生堂 田島整形外科 07_福島県 福島市西中央一丁目12-2

福島セントラルクリニック 07_福島県 福島市早稲町8-22

岩谷医院 07_福島県 福島市太田町17-27 ラシェール追分1F

堀切眼科 07_福島県 福島市太田町8-17

医療法人社団 敬愛会 きくち医院 07_福島県 福島市太平寺字児子塚36番地

もり皮膚科小児科医院 07_福島県 福島市大森字丑子内58-5

済生会福島総合病院 07_福島県 福島市大森字下原田25

大森中央泌尿器科・内科・外科クリ

ニック
07_福島県 福島市大森字街道下70-2

本田クリニック産科婦人科 07_福島県 福島市大森字赤沢97-6

おおもり内科・循環器科クリニック 07_福島県 福島市大森字坿79-1

しおや眼科 07_福島県 福島市置賜町5-26
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きらり健康生活協同組合 とやのクリ

ニック
07_福島県 福島市鳥谷野字宮畑64-1

井上整形外科医院 07_福島県 福島市鳥谷野字梅ノ木内29-3

渡利整形外科 07_福島県 福島市渡利字椚町53-10

都小児科医院 07_福島県 福島市東中央1-9

福島西部病院 07_福島県 福島市東中央3-15

かわかみ整形外科クリニック 07_福島県 福島市東中央3丁目7-1

南沢又あんざいクリニック 07_福島県 福島市南沢又字舘ノ内74-1

こじま小児科医院 07_福島県 福島市南沢又字桜内33-23

阿部循環器科・内科クリニック 07_福島県 福島市南矢野目字上戸ノ内10-5

まつもと脳神経・内科クリニック 07_福島県 福島市南矢野目字道下35-10

てらだクリニック 07_福島県 福島市八島田字下千損田4-1

本田内科医院 07_福島県 福島市飯坂町平野字東原42-12

公益財団法人 福島県保健衛生協会総合

健診センター
07_福島県 福島市方木田字水戸内16-5

公益財団法人 福島県保健衛生協会 07_福島県 福島市方木田字水戸内19-6

医療法人社団敬愛会 福島南循環器科病

院
07_福島県 福島市方木田字辻の内3番地の5

菅野産婦人科医院 07_福島県 福島市蓬莱町2-1-11

さとう内科医院 佐藤 武寿 07_福島県 福島市豊田町4番12号

わたなべ内科 07_福島県 福島市北沢又字川寒西9-6

野田循環器・消化器内科外科クリニッ

ク
07_福島県 福島市北矢野目字原田59-5

大武胃腸科外科医院 07_福島県 福島市野田町1-12-80

のだまち胃と腸のクリニック 07_福島県 福島市野田町6-2-39

横田泌尿器科 07_福島県 福島市野田町6-6-13

医療法人 落合会 東北病院 07_福島県 本宮市青田字花掛20番地

本宮市国民健康保険白岩診療所 07_福島県 本宮市白岩字田中225番地8

医療法人 朝陽会 橋本クリニック 07_福島県 本宮市白岩字馬場110-1

上遠野内科医院 07_福島県 本宮市本宮字荒町54

池田眼科医院 07_福島県 本宮市本宮字仲間22-3

慈久会 谷病院 07_福島県 本宮市本宮字南町裡149番地

矢吹医院 07_福島県 耶麻郡猪苗代町字古城町99-1

伊東クリニック 08_茨城県 かすみがうら市下稲吉2633-172

久松皮膚科医院 08_茨城県 かすみがうら市上稲吉字向原1756-2

川俣医院 08_茨城県 かすみがうら市中志筑1329

清水こどもクリニック 08_茨城県 つくば市東2-31-8

なかざわクリニック 08_茨城県 つくばみらい市紫峰ヶ丘1-6-7

谷井田医院 08_茨城県 つくばみらい市谷井田1071
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みらいの森キッズクリニック 08_茨城県 つくばみらい市富士見ヶ丘1-24-5

さかい整形外科 08_茨城県
つくば市みどりの1-31-9 みどりのメディカル

モール3階

つくば白亜クリニック 08_茨城県 つくば市みどりの2丁目40番地2

耳鼻咽喉科 学園の森クリニック 08_茨城県 つくば市学園の森2-39-2

かつらぎクリニック 08_茨城県 つくば市苅間196-1

中嶋こどもクリニック 08_茨城県 つくば市苅間篠前1620-7

医療法人 成島クリニック 08_茨城県 つくば市館野363

東郷医院 08_茨城県 つくば市館野636-1

医療法人 渋谷クリニック 08_茨城県 つくば市金田2029-1

研究学園ななほしクリニック 08_茨城県 つくば市研究学園2-2-7

あおきこどもクリニック 08_茨城県 つくば市研究学園4-4-11

医療法人社団 新岳会 研究学園クリ

ニック
08_茨城県

つくば市研究学園5-12-4 研究学園駅前岡田ビ

ル5F

研究学園いいむら耳鼻咽喉科 08_茨城県 つくば市研究学園5-12-4-3F

サトウ眼科 08_茨城県
つくば市研究学園5-19 イーアスつくばメディ

カルコート

つくば辻クリニック 08_茨城県
つくば市研究学園5丁目19番地 イーアスつく

ば

宮本内科クリニック 08_茨城県 つくば市原1-4

筑波胃腸病院 08_茨城県 つくば市高見原1-2-39

医療法人社団双愛会 つくば双愛病院 08_茨城県 つくば市高崎1008番地

高崎クリニック 08_茨城県 つくば市高崎772-12

(医)池野医院 08_茨城県 つくば市高野台2丁目16番地8

医療法人社団 黎明ヒルトップクリニッ

ク
08_茨城県 つくば市佐字鴻巣1004

のぐち内科クリニック 08_茨城県 つくば市妻木635-1

木村クリニック 08_茨城県 つくば市作谷1125

さくら内科・呼吸器内科クリニック 08_茨城県 つくば市桜2-15-1

飯岡医院 08_茨城県 つくば市桜3-20-2

自由ヶ丘医院 08_茨城県 つくば市自由ヶ丘165-19

中川医院 08_茨城県 つくば市篠崎2272-1

筑波こどものこころクリニック 08_茨城県
つくば市春日3-1-1 つくばクリニックセン

タービル4F

医療法人小田内科クリニック 08_茨城県 つくば市小田2951-5

つくば腎クリニック 08_茨城県 つくば市小野崎286-7

渡辺医院 08_茨城県 つくば市小野崎476

まつしろ耳鼻咽喉科クリニック 08_茨城県 つくば市松代4-8-1

なないろキッズクリニック 08_茨城県 つくば市西大沼637-6
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医療法人社団桜水会 筑波病院 08_茨城県 つくば市大角豆1761

うえの整形外科 08_茨城県 つくば市大角豆974-1

健佑会 いちはら病院 08_茨城県 つくば市大曽根3681

医療法人 博友会 菊池内科クリニック 08_茨城県 つくば市谷田部5915

江原こどもクリニック 08_茨城県 つくば市谷田部776

辻仲つくば胃腸肛門クリニック 08_茨城県 つくば市竹園1-4-1 南3パークビル2階

つくばフラワー耳鼻咽喉科 08_茨城県 つくば市竹園2-18-2

さかより耳鼻咽喉科 08_茨城県 つくば市筑穂2-4-12

あつしクリニック 08_茨城県 つくば市田水山975

とよさと病院 08_茨城県 つくば市田倉4725

きくち呼吸器内科クリニック 08_茨城県 つくば市島名1851-4

つくばキッズクリニック 08_茨城県 つくば市島名2610-1

川井クリニック 08_茨城県 つくば市東平塚715-1

宮川内科・胃腸科医院 08_茨城県 つくば市二の宮2-2-26

うめぞの眼科クリニック 08_茨城県 つくば市梅園2-16-10

いけがみ皮膚科 08_茨城県
つくば市並木4-4-2 並木ショッピングセン

ター2F

医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病

院
08_茨城県 つくば市要1187-299

小児科 塚原医院 08_茨城県 土浦市桜町3-2-7

塚田眼科医院 08_茨城県 土浦市中央1-4-16

医療法人 海原医院 08_茨城県 ひたちなか市稲田221-5

わたなべ内科クリニック 08_茨城県 ひたちなか市稲田字円明38-1

医療法人社団 克仁会 恵愛小林クリ

ニック
08_茨城県 ひたちなか市幸町16-1

サンキュー耳鼻科クリニック 08_茨城県 ひたちなか市高場167-3

医療法人さわ西クリニック 08_茨城県 ひたちなか市高場5-4-20

紀有堂クリニック 08_茨城県 ひたちなか市高野563

医療法人森田記念会 森田記念クリニッ

ク
08_茨城県 ひたちなか市高野字柏野2455-1

原レディスクリニック 08_茨城県 ひたちなか市笹野町2-11-10

グルコピアひたちなか 08_茨城県 ひたちなか市笹野町2-12-25

小児科・内科 遊座医院 08_茨城県 ひたちなか市釈迦町1-34

新光町眼科 08_茨城県
ひたちなか市新光町35 ニューポートひたちな

かファッションクルーズ1階

ひたちなか母と子の病院 08_茨城県 ひたちなか市青葉町19-7

株式会社日立製作所ひたちなか総合病

院
08_茨城県 ひたちなか市石川町20番1

山﨑クリニック 08_茨城県 ひたちなか市赤坂12391
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柳澤会 勝田皮膚科クリニック 08_茨城県 ひたちなか市大成町35-1

医療法人 関内科医院 08_茨城県 ひたちなか市大平4-2-13

マナ・クリニック 08_茨城県 ひたちなか市中根4811-1

中村医院 08_茨城県 ひたちなか市殿山町1-2-8

さくら水戸クリニック 08_茨城県 ひたちなか市東石川1581

中山整形 08_茨城県 ひたちなか市東石川3-15-10

医療法人聖麗会 脳神経外科 聖麗メモ

リアルひたちなか
08_茨城県 ひたちなか市馬渡2835-2

つちだ内科泌尿器科クリニック 08_茨城県 ひたちなか市馬渡3841-10

医)健清会 那珂記念MITOクリニック 08_茨城県 水戸市宮町1-7-33 水戸サウスタワー12F

カオル皮膚科クリニック 08_茨城県 水戸市見川2-108-26 アーバンテラスA201-2

つじ耳鼻咽喉科クリニック 08_茨城県 稲敷郡阿見町うずら野4-27-5

かたやま耳鼻咽喉科 08_茨城県 稲敷郡阿見町阿見2670-1

あみ小林クリニック 08_茨城県 稲敷郡阿見町若栗1765-1

東京医科大学茨城医療センター 08_茨城県 稲敷郡阿見町中央三丁目20番1号

江戸崎眼科 08_茨城県 稲敷市佐倉3298-1

医療法人精光会 みやざきホスピタル 08_茨城県 稲敷市上根本3474

医療法人社団総秋会 優心会クリニック 08_茨城県 猿島郡境町193

宇津野医院 08_茨城県 下妻市下妻丁373-15

砂沼湖畔クリニック 08_茨城県 下妻市下木戸542

平間病院 08_茨城県 下妻市江2051

茨城県立こころの医療センター 08_茨城県 笠間市旭町654

神里医院 08_茨城県 笠間市笠間1256

医療法人社団 下田整形外科 08_茨城県 笠間市笠間4390-3

笠間眼科 08_茨城県 笠間市笠間字近森4329-2

わたなべ整形外科 08_茨城県 笠間市鯉淵6266-140

友部セントラルクリニック 08_茨城県 笠間市鯉淵6679-11

山本内科小児科医院 08_茨城県 笠間市東平４丁目５−３４

笠間市立病院 08_茨城県 笠間市南友部1966番地1

岩佐医院 08_茨城県 久慈郡大子町大子1828-7

医療法人社団芳尚会 吉成医院 08_茨城県 久慈郡大子町大子813-1

慈泉堂病院 08_茨城県 久慈郡大子町大子856-1

医療法人直志会 袋田病院 08_茨城県 久慈郡大子町北田気76

則武内科クリニック 08_茨城県
牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田

ビル1階

岡見第一医院 08_茨城県 牛久市岡見町959-21

上柏田クリニック 08_茨城県 牛久市上柏田1丁目16-12

医療法人社団桜水会 柏田診療所 08_茨城県 牛久市上柏田2丁目39-1
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ことより医院 08_茨城県 牛久市中央5-12-17

医療法人 博郁会 椎名産婦人科 08_茨城県 牛久市中央5-12-20

医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病

院
08_茨城県 牛久市猪子町896

飯泉医院 08_茨城県 牛久市田宮町140-4

園部医院 08_茨城県 牛久市南4-43-3

医療法人カリタス菊山医院 08_茨城県 結城郡八千代町高崎1073

医療法人社団 海里会 池羽レディース

クリニック
08_茨城県 結城市結城10622-1

稲葉医院 08_茨城県 結城市結城1416

遠藤クリニック 08_茨城県 結城市結城8775-7

介護老人保健施設 生きいき倶楽部 08_茨城県 結城市結城9143-1

居宅介護支援事業所 生きいき 08_茨城県 結城市結城9143-2

医療法人アスムス 生きいき診療所・ゆ

うき
08_茨城県 結城市結城9144-1

みずのクリニック 08_茨城県 結城市上山川5049-14

つぼいクリニック 08_茨城県 結城市中央町1-12-2

松永内科クリニック 08_茨城県 結城市中央町2丁目10-9

医療法人アスムス グループホーム生き

いき
08_茨城県 結城市田間1489-2

医療法人慈政会 小柳病院 08_茨城県 古河市稲宮1001

斉藤皮膚科医院 08_茨城県 古河市横山町3-4-1

日本赤十字社 古河赤十字病院 08_茨城県 古河市下山町1150

平嶋胃腸科外科医院 08_茨城県 古河市駒羽根134

一般社団法人 古河市医師会 08_茨城県 古河市原町8-20

つるみ脳神経病院 08_茨城県 古河市上片田813

石井内科クリニック 08_茨城県 古河市大堤120番地1

太田内科・糖尿病内科 08_茨城県 古河市中央町2-2-18

佐賀小児科医院 08_茨城県 古河市⾧谷町1-11

前沢内科医院 08_茨城県 古河市東2-13-22

医療法人 塚原医院 08_茨城県 古河市尾崎3810-3

古河市尾崎国民健康保険診療所 08_茨城県 古河市尾崎5610番地5

⾧島外科 08_茨城県 古河市本町1-9-15

曽内科クリニック 08_茨城県 行方市玉造甲510-3

石医院 08_茨城県 高萩市東本町3-35

たかはぎ眼科 08_茨城県 高萩市本町2丁目88-3

吉原内科 08_茨城県 坂東市岩井3324

医療法人 楽生会 木根淵外科胃腸科病

院
08_茨城県 坂東市辺田1430番1

55 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

平島医院 08_茨城県 桜川市岩瀬198

さくらがわ地域医療センター 08_茨城県 桜川市高森1000

鴻仁会 上の原病院 08_茨城県 桜川市上野原地新田159-2

阿部田医院 08_茨城県 桜川市真壁町亀熊123-1

内科宮本医院 08_茨城県 桜川市真壁町古城229-1

袖山医院本院 08_茨城県 桜川市西桜川1-43

吉原医院 08_茨城県 桜川市明日香2-31

医療法人社団 葉山産婦人科 08_茨城県 鹿嶋市宮中1995-25

三笠小児クリニック 08_茨城県 鹿嶋市宮中2062-10

とみかみクリニック 08_茨城県 鹿嶋市宮中297-3

前田病院 08_茨城県 鹿嶋市宮中5201

はまなすクリニック 08_茨城県 鹿嶋市宮中四丁目4-23

日鉄テックスエンジ鹿島支店安全衛生

部
08_茨城県 鹿嶋市光3

まつおかクリニック 08_茨城県 鹿嶋市城山4丁目3番37号

鹿浦小児科医院 08_茨城県 鹿嶋市大船津3163

我妻医院 08_茨城県 鹿嶋市鉢形台3-3-1

松倉中央クリニック 08_茨城県 鹿嶋市和786-16

医療法人鹿神会 大野診療所 08_茨城県 鹿嶋市和824-1

(医)豊済会 ときわクリニック 08_茨城県 取手市井野4430

医療法人社団 宗仁会病院 08_茨城県 取手市岡1493

医療法人 中村会 常総病院 08_茨城県 取手市下高井2371

医療法人 西秀会 西間木病院 08_茨城県 取手市戸頭1-8-21

医療法人 泰生会 戸田医院 08_茨城県 取手市戸頭6-18-16

桜が丘メルクリニック 08_茨城県 取手市桜が丘1-17-1

さくら整形外科クリニック 08_茨城県 取手市桜が丘1-2-1

医療法人社団 慈誠会 松本眼科 08_茨城県 取手市中央町2-25 取手iセンタービル2階

耳鼻咽喉科 櫻井医院 08_茨城県 取手市東4-3-41

医療法人社団寿幸会 かんの産婦人科ク

リニック
08_茨城県 取手市藤代1076

秋田医院 08_茨城県 取手市椚木890

南守谷クリニック 08_茨城県 守谷市乙子40-1

もりや小児科医院 08_茨城県 守谷市松ヶ丘4-2-5

社会医療法人社団光仁会 総合守谷第一

病院
08_茨城県 守谷市松前台1丁目17番地

お産の森いのちのもり産科婦人科篠﨑

医院
08_茨城県 守谷市大柏1067-1

小林医院 08_茨城県 守谷市本町633

おみたまクリニック 08_茨城県 小美玉市羽鳥2663-61
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寺山皮膚科形成外科 08_茨城県 小美玉市羽鳥2716-27

医療法人 小川南病院 08_茨城県 小美玉市小川733

いとう医院 08_茨城県 常総市古間木新田817-1

医療法人 荒川医院 08_茨城県 常総市蔵持890

くぼたクリニック 08_茨城県 常陸太田市金井町3566

根本眼科 08_茨城県 常陸太田市金井町3694-5

川崎クリニック 08_茨城県 常陸太田市木崎二町2040

さとう整形外科クリニック 08_茨城県 常陸大宮市宇留野3090-4

医療法人芳栄会 大曽根内科小児科 08_茨城県 常陸大宮市栄町1345

一貫堂クリニック 08_茨城県 常陸大宮市下町3993

志村大宮病院 08_茨城県 常陸大宮市上町313

医療法人社団國友会 小泉医院 08_茨城県 常陸大宮市上町909-1

ひたちおおみやクリニック 08_茨城県 常陸大宮市泉219-2

丹治医院 08_茨城県 常陸大宮市東富町3046-15

白十字総合病院 08_茨城県 神栖市賀2148

五郎台ファミリークリニック 08_茨城県 神栖市深芝南2-11-12

皮フ科内科クリヤマクリニック 08_茨城県 神栖市神栖1-17-1 ソレイユプラザ

牧医院 08_茨城県 神栖市神栖1-17-20

医療法人社団息栖会 あきら医院 08_茨城県 神栖市大野原5-1-29

西尾耳鼻咽喉科医院 08_茨城県 神栖市大野原5-3-69

野口医院 08_茨城県 神栖市知手98-41

すずきクリニック 08_茨城県 神栖市土合南1-11-14

東部地区健康管理クリニック 08_茨城県 神栖市東和田7911

医療法人千樹会 小田医院 08_茨城県 神栖市波崎8635

鹿嶋ハートクリニック 08_茨城県 神栖市平泉1-168

にへいなかよしクリニック 08_茨城県 神栖市平泉1-74

医療法人清仁会 清仁会病院 08_茨城県 神栖市矢田部11345-1

山口クリニック 08_茨城県 水戸市河和田2-14-5

医療法人 花澤耳鼻咽喉科 08_茨城県 水戸市河和田町2894-8

医療法人 五十嵐小児科医院 08_茨城県 水戸市笠原町1670-1

一般財団法人 茨城県メディカルセン

ター
08_茨城県 水戸市笠原町489

笠原中央クリニック 08_茨城県 水戸市笠原町565-7

岡野眼科医院 08_茨城県 水戸市吉沢町1078-2

ひろこレディースクリニック 08_茨城県 水戸市宮町1-2-4 MYMビル4階

河内クリニック 08_茨城県 水戸市金町3-1-17

TOMOこどもクリニック 08_茨城県
水戸市見川2-108-26 アーバンテラス1周館A-

201
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医療法人社団啓和会 いばらき健康管理

センター
08_茨城県 水戸市見川町字丹下一の牧2131-143

医療法人南山会 柵町診療所 08_茨城県 水戸市柵町1-5-20

秋山整形外科医院 08_茨城県 水戸市柵町3-2-57

医療法人社団有朋会 こころのクリニッ

ク水戸
08_茨城県 水戸市桜川2-5-15

水戸鉄道健診センター 08_茨城県 水戸市三の丸1-4-47

大久保内科小児科医院 08_茨城県 水戸市自由ヶ丘3-59

医療法人青藍会 大場内科クリニック 08_茨城県 水戸市酒門町275-3

福田小児科 08_茨城県 水戸市酒門町3155-4

丹野病院 08_茨城県 水戸市酒門町4887

いぐち皮フ科形成外科クリニック 08_茨城県 水戸市酒門町下千束1571-1

医療法人南山会 酒門診療所 08_茨城県 水戸市酒門町字中千束1577-10

小吹内科 08_茨城県 水戸市小吹町2284-7

やまわきこどもクリニック 08_茨城県 水戸市城東2丁目3-32

医療法人南山会 桜川クリニック 08_茨城県
水戸市城南2丁目9番32号 第1プリンスビル2

階

飯田内科クリニック 08_茨城県 水戸市新原1-19-43

西宮医院 08_茨城県 水戸市新荘2-9-9

茨城県立あすなろの郷病院 08_茨城県 水戸市杉崎町1460番地

水戸ブレインハートセンター 08_茨城県 水戸市青柳町4028

青木クリニック 泌尿器科・内科・皮膚

科
08_茨城県 水戸市石川3丁目4121-15

城こどもクリニック 08_茨城県
水戸市赤塚1-16 エスコート赤塚ウエスト棟 

A-102

医療法人誠順会 クリニック健康の杜 08_茨城県 水戸市千波町1250

千波中央クリニック 08_茨城県 水戸市千波町1288-5

石井外科内科医院 08_茨城県 水戸市千波町1386

とびた耳鼻咽喉科 08_茨城県 水戸市千波町2599-1

宮本小児科医院 08_茨城県 水戸市千波町375-5

社会福祉法人 恩賜財団済生会 水戸済

生会総合病院
08_茨城県 水戸市双葉台3-3-10

ふたば内科クリニック 08_茨城県 水戸市双葉台4-173-5

汐ヶ崎病院 08_茨城県 水戸市大串町715番地

医療法人社団成美会 トモスみとクリ

ニック
08_茨城県 水戸市大工町1-2-3 トモスみとビル2F

⾧田医院 08_茨城県 水戸市大足町980

平野こどもクリニック 08_茨城県 水戸市中丸町333-1

岡崎整形外科医院 08_茨城県 水戸市渡里町3255
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医療法人社団北水会 北水会記念病院 08_茨城県 水戸市東原3-2-1

医療法人社団順篤会 水戸うちはら内科

クリニック
08_茨城県 水戸市内原2丁目1番地

本多眼科医院 08_茨城県 水戸市梅香2-2-46

医療法人社団啓和会 東関東クリニック 08_茨城県 水戸市白梅3丁目4番8号

はねもと眼科 08_茨城県 水戸市浜田1丁目4-6

たかやす内科医院 08_茨城県 水戸市平須町1814-181

三枝整形外科内科 08_茨城県 水戸市平須町1840-1

佐藤クリニック 08_茨城県 水戸市平須町2-77

中村整形外科医院 08_茨城県 水戸市堀町1153-3

勝又眼科クリニック 08_茨城県 水戸市堀町1363-1

フロイデ水戸メディカルプラザ フロイ

デクリニック水戸
08_茨城県 水戸市堀町967-1

飯田内科医院 08_茨城県 水戸市本町2-10-10

上甲医院 08_茨城県 水戸市本町3-1-8

関口内科クリニック 08_茨城県 水戸市本町3-20-8 本町壱番館ビル2F202号

青木医院 08_茨城県 水戸市本町3-4-7

グリーンクリニック 08_茨城県 石岡市柿岡1547-7

医療法人明風会 久保田病院 08_茨城県 石岡市行里川26-3

医療法人社団 厚真会 ごとう内科 08_茨城県 石岡市石岡1-14-1

柏木医院 08_茨城県 石岡市石岡2158-3

医療法人 芹澤医院 08_茨城県 石岡市石岡3165番地17

医療法人 緑樹会 渡辺クリニック 08_茨城県 石岡市東光台4-14-30

医療法人 幕内会 山王台病院 08_茨城県 石岡市東石岡4-1-38

桜井病院 08_茨城県 石岡市半田1886番地

滝田整形外科 08_茨城県 石岡市府中2-2-12

ごとうクリニック 08_茨城県 筑西市岡芹2162

医療法人 令仁会 加納内科胃腸科 08_茨城県 筑西市岡芹967-1

ひろせ内科クリニック 08_茨城県 筑西市下中山551-1

横瀬医院 08_茨城県 筑西市海老ヶ島962-2

のかおい整形外科 08_茨城県 筑西市関本下1922-1

医療法人 安分堂濱名医院 08_茨城県 筑西市関本上1412

平間産婦人科医院 08_茨城県 筑西市甲95-5

医療法人 隆朋会 河上医院 08_茨城県 筑西市舟生1059-3

かくらいクリニック 08_茨城県 筑西市松原228

さいとう整形外科 08_茨城県 筑西市菅谷1138-2

遠藤産婦人科医院 08_茨城県 筑西市中舘130-1

おくだ眼科クリニック 08_茨城県 筑西市直井959-2
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直江医院 08_茨城県 筑西市丙147

大圃クリニック 08_茨城県 筑西市丙153-4

山口医院 08_茨城県 筑西市木戸1285-4

医療法人 杏仁会 大圃病院 08_茨城県 筑西市木戸352

野中医院 08_茨城県 筑西市野殿1595-2

石毛医院 08_茨城県 潮来市潮来226

常南医院 08_茨城県 潮来市辻386

木戸医院 08_茨城県 土浦市乙戸南3-8-12

菊地内科医院 08_茨城県 土浦市下高津1-19-37

新治診療所 08_茨城県 土浦市下坂田2013-1

つくばメンタルクリニック 08_茨城県 土浦市港町1-7-15

高野医院 08_茨城県 土浦市荒川沖西2-12-2

医療法人社団 叶多内科医院 08_茨城県 土浦市桜ヶ丘町28-41

常陽医院 08_茨城県 土浦市城北町14-4

土浦中央クリニック 08_茨城県 土浦市城北町6-18

小林医院 08_茨城県 土浦市神立中央3-10-1

大塚クリニック 08_茨城県 土浦市神立中央3-9-1

医療法人社団 青洲会 神立病院 08_茨城県 土浦市神立中央5-11-2

土浦診療健診センタ 08_茨城県 土浦市神立東二丁目27番8号

医療法人財団 県南病院 08_茨城県 土浦市中1087

鶴町医院 08_茨城県 土浦市中央1-1-11

塚田眼科医院 08_茨城県 土浦市中央1-4-16

土浦厚生病院 08_茨城県 土浦市中央2-15-16

中央大祢整形形成外科 08_茨城県 土浦市中央2-9-2

医療法人社団 松永医院 08_茨城県 土浦市中高津3-11-15

中高津クリニック 08_茨城県 土浦市中高津3-1-4

松本内科医院 08_茨城県 土浦市中村東3-1-20

外科・内科 天の橋立 08_茨城県 土浦市天川2-3-28

後藤外科・胃腸科 08_茨城県 土浦市並木1-2-43

おおくぼ脳脊椎クリニック 08_茨城県 土浦市並木5-4079-1

つちうら東口クリニック 08_茨城県 土浦市有明町2-31 関鉄土浦ビル4階

きむら内科クリニック 08_茨城県 東茨城郡茨城町前田675

しらべクリニック 08_茨城県 東茨城郡城里町上圷886-1

城里慶友整形外科 08_茨城県 東茨城郡城里町那珂西1416

さかた医院 08_茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町3451-1

東海クリニック 08_茨城県 那珂郡東海村舟石川944

武藤小児クリニック 08_茨城県 那珂郡東海村石神内宿2245-10

木村医院 08_茨城県 那珂市瓜連451-2

たに内科クリニック 08_茨城県 那珂市古徳397-1
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塙内科消化器科 08_茨城県 那珂市後台3238-1

医療法人社団青燈会 小豆畑病院 08_茨城県 那珂市菅谷605

あいざわ循環器内科クリニック 08_茨城県 那珂市竹ノ内2-14-31

河野胃腸科外科 08_茨城県 那珂市竹ノ内3-10-5

那珂キッズクリニック小児科 08_茨城県 那珂市竹ノ内3-2-2

医)健清会 那珂記念クリニック 08_茨城県 那珂市中台745-5

医療法人社団有朋会 栗田病院 08_茨城県 那珂市豊喰505

医療法人小泉チルドレンズクリニック 08_茨城県 日立市鮎川町3-1-21

なわ内科・呼吸器クリニック 08_茨城県 日立市金沢町3丁目20-5

田村内科医院 08_茨城県 日立市若葉町3-1-2

十王医院 08_茨城県 日立市十王町友部1584-1

永井ひたちの森病院 08_茨城県 日立市小木津町966

やまがた内科医院 08_茨城県 日立市川尻町1-35-7

川尻整形外科 08_茨城県 日立市川尻町3-19-13

医療法人 温仁会 いのうえクリニック 08_茨城県 日立市多賀町2-17-7

島田外科医院 08_茨城県 日立市大みか町2-13-18

日立おおみか病院 08_茨城県 日立市大みか町2-22-30

大森内科医院 08_茨城県 日立市大みか町2-5-16

医療法人東陽会 サンアイ眼科 08_茨城県 日立市大みか町4-4-8

根道ヶ丘クリニック 08_茨城県 日立市大沼町4-9-1

樋口医院 08_茨城県 日立市中成沢町3-10-14

栗山整形外科 08_茨城県 日立市日高町3-8-3

医療法人江東会 存身堂医院 08_茨城県 板東市岩井3293

高橋医院 08_茨城県 鉾田市安房1407-8

医療法人 東湖会 鉾田病院 08_茨城県 鉾田市安房1650-2

たきもとクリニック 08_茨城県 鉾田市汲上3128

舟木クリニック 08_茨城県 鉾田市舟木179-3

たいようクリニック 08_茨城県 鉾田市上幡木1401-1

きしろ整形外科クリニック 08_茨城県 鉾田市新鉾田西2-6-1

ハタミクリニック 08_茨城県 鉾田市鉾田1347-1

医療法人三尚会 高須病院 08_茨城県 鉾田市鉾田2570

樅山診療所 08_茨城県 鉾田市樅山576-27

朝野循環器内科クリニック 08_茨城県 龍ケ崎市下町2887

飯野クリニック 08_茨城県 龍ケ崎市若柴町2500-1

竜ケ崎医院 08_茨城県 龍ケ崎市川原代町2641

さくらクリニック 08_茨城県 龍ケ崎市中根台1-9-7

龍ケ崎済生会病院 08_茨城県 龍ケ崎市中里1丁目1番

北竜台耳鼻咽喉科クリニック 08_茨城県 龍ケ崎市⾧山7-7-2
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松本アイクリニック 08_茨城県 龍ケ崎市馴柴町790-2

セントラル腎クリニック龍ケ崎 08_茨城県 龍ケ崎市馴馬町2668-1

坂西眼科医院 08_茨城県 龍ケ崎市馴馬町2976-1

野上小児科医院 08_茨城県 龍ケ崎市南中島町118

医療法人社団 萌春会 菊地整形外科 08_茨城県 龍ケ崎市北方町633

医療法人瑞希会 みずほの耳鼻咽喉科 09_栃木県 宇都宮市下桑島町1159-4

梅園医院 09_栃木県 宇都宮市伝馬町3-28

伊東眼科 09_栃木県 宇都宮市北一の沢町8-6

佐野医院 09_栃木県 さくら市喜連川4413

かとう眼科 09_栃木県 さくら市氏家2565-9

にし内科ハートクリニック 09_栃木県 さくら市氏家3390-5

おのこどもクリニック 09_栃木県 さくら市狹間田1923-1

医療法人 杏林会 栃木中央クリニック 09_栃木県 栃木市万町13-13

新沢外科 09_栃木県 日光市今市814-1

医療法人 富士見会 ミヤ健康クリニッ

ク
09_栃木県 宇都宮市ゆいの杜3丁目2番23号

ごとう みみ・はな・のど クリニック 09_栃木県 宇都宮市ゆいの杜7-9-1

伊藤内科医院 09_栃木県 宇都宮市旭1-4-14

倉持整形外科・皮膚科美容皮膚科 09_栃木県 宇都宮市屋板町405-1

医療法人DIC 宇都宮セントラルクリ

ニック
09_栃木県 宇都宮市屋板町561-3

佐々木記念クリニック 09_栃木県 宇都宮市屋板町578-38

小島原医院 09_栃木県 宇都宮市下岡本町4075

斉藤内科医院 09_栃木県 宇都宮市下岡本町4556-5

橋壁クリニック 09_栃木県 宇都宮市下栗町1503

橋壁皮膚科 09_栃木県 宇都宮市下栗町1505

あんどうこどもクリニック 09_栃木県 宇都宮市下栗町1645-1

金子眼科 09_栃木県 宇都宮市下荒針町3473-74

星小児科医院 09_栃木県 宇都宮市下荒針町3588-2

医療法人里仁会 仁整形外科クリニック 09_栃木県 宇都宮市下砥上町1512-10

きくちクリニック 09_栃木県 宇都宮市下平出町614-2

かしわぶち産婦人科 09_栃木県 宇都宮市海道町70-8

豊郷たちかわ皮ふ科クリニック 09_栃木県 宇都宮市関堀町768-4

てらもと小児科 09_栃木県 宇都宮市関堀町971-6

あおい内科小児科クリニック 09_栃木県 宇都宮市岩曽町1086‐1

内科小児科加瀬医院 09_栃木県 宇都宮市駒生2-2-7

くろさきこどもクリニック 09_栃木県 宇都宮市駒生町3358-25
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加治整形外科耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県
宇都宮市元今泉7-19-1 クリニックステーショ

ンビル2階

すずめ医院 09_栃木県 宇都宮市五代2-1-11

永田内科・皮膚科医院 09_栃木県 宇都宮市御幸ヶ原町136-9

医療法人圭誠会 石川外科医院 09_栃木県 宇都宮市御幸本町4732-22

椎名内科クリニック 09_栃木県 宇都宮市江曽島町1324-2

医療法人わたなべ会 渡辺内科クリニッ

ク
09_栃木県 宇都宮市江野町6-13

室本眼科医院 09_栃木県 宇都宮市江野町9-3

医療法人さつき会 倉持整形外科・内科 09_栃木県 宇都宮市今宮3-1-6

山本耳鼻咽喉科医院 09_栃木県 宇都宮市今泉1-1-15

手塚内科 09_栃木県 宇都宮市今泉3-12-12

医療法人 ひまわりこどもクリニック 09_栃木県
宇都宮市今泉町237番地 FKD福田屋ショッピ

ングプラザ2F

たかしま耳鼻咽喉科 09_栃木県 宇都宮市材木町1-7

山川耳鼻咽喉科医院 09_栃木県 宇都宮市若松原1-22-32

大根田内科医院 09_栃木県 宇都宮市若草3-4-22

久保川皮膚科医院 09_栃木県 宇都宮市若草4-14-18

日本たばこ産業株式会社 東京支社人事

労務部宇都宮駐在 保健担当
09_栃木県 宇都宮市宿郷1-8-25

岡田記念耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県 宇都宮市宿郷3-19-5

金子耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県 宇都宮市松原2-3-14

高瀬整形外科 09_栃木県 宇都宮市松原2-7-22

川野クリニック 09_栃木県 宇都宮市上田原町660-6

山崎小児科医院 09_栃木県 宇都宮市新富町2-5

きむら内科・循環器科クリニック 09_栃木県 宇都宮市針ヶ谷町517-7

大和田内科・循環器科・胃腸科 09_栃木県 宇都宮市雀の宮4-3-14

医療法人生寿会てらだファミリークリ

ニック
09_栃木県 宇都宮市雀の宮5-5-1

斉藤内科クリニック 09_栃木県 宇都宮市清原台1-9-17

宇都宮東部クリニック 09_栃木県 宇都宮市清原台5-14-19

緑の郷 佐々木クリニック 09_栃木県 宇都宮市西刑部町2448-4

フォレストサイドクリニック 09_栃木県 宇都宮市西川田6-6-17

トマト内科糖尿病高血圧甲状腺クリ

ニック
09_栃木県 宇都宮市西川田町851-2, トマト内科

旭眼科内科クリニック 09_栃木県 宇都宮市西川田町929-4

小松医院 09_栃木県 宇都宮市西川田町988-10

水沼外科医院 09_栃木県 宇都宮市西大寛2-5-20
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乾林堂医院 09_栃木県 宇都宮市石井町128-1

杏林堂 藤田医院 09_栃木県 宇都宮市石井町2339

有村小児科医院 09_栃木県 宇都宮市石井町3128-11

ひろたクリニック 09_栃木県 宇都宮市石那田町852-2

宇都宮肛門・胃腸クリニック 09_栃木県 宇都宮市大寛1-1-7

宇都宮記念病院 09_栃木県 宇都宮市大通り1-3-16

五味渕医院 09_栃木県 宇都宮市大通り3-1-15

医療法人 耳鼻咽喉科 佐藤クリニック 09_栃木県 宇都宮市大和2丁目1番23号

医療法人 康積会 柴病院 09_栃木県 宇都宮市竹林町504番地

済生会宇都宮病院 09_栃木県 宇都宮市竹林町911-1

宇都宮中央クリニック 09_栃木県 宇都宮市中央1-7-1

湘山会 とちの葉クリニック 09_栃木県 宇都宮市中岡本町2389-1

高野クリニック 09_栃木県 宇都宮市中岡本町3410-5

(医)みどり会 なつぼ皮膚・泌尿器科ク

リニック
09_栃木県 宇都宮市中岡本町3710-61

医療法人 卓和会 藤井脳神経外科病院 09_栃木県 宇都宮市中岡本町461-1

仁明会 櫻井内科診療所 09_栃木県 宇都宮市中戸祭町823

ますぶちクリニック 09_栃木県 宇都宮市中今泉3-13-20

豊郷中央渡辺内科 09_栃木県 宇都宮市⾧岡町1217-5

平尾産婦人科医院 09_栃木県 宇都宮市鶴田3-1-4

みやた耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県 宇都宮市鶴田町1360-3

五味渕整形外科医院 09_栃木県 宇都宮市鶴田町675-22

やまだ胃腸内科小児科クリニック 09_栃木県 宇都宮市鶴田町718-2

いばらき眼科クリニック 09_栃木県 宇都宮市鶴田町720-1

いしかわクリニック 09_栃木県 宇都宮市東原町10-7

早津眼科医院 09_栃木県 宇都宮市東宿郷5-4-5

中山整形外科クリニック 09_栃木県 宇都宮市東塙田2-2-13

あい皮膚科クリニック 09_栃木県 宇都宮市東峰町3040

さいとう医院 09_栃木県 宇都宮市東峰町3080-68

独立行政法人地域医療機能推進機構 う

つのみや病院
09_栃木県 宇都宮市南高砂町11-17

医療法人慈啓会 白澤病院 09_栃木県 宇都宮市白沢町1813-16

医療法人 生々堂厚生会 森病院 09_栃木県 宇都宮市飯田町419

くりばやしこどもクリニック 09_栃木県 宇都宮市兵庫塚町177-7

医療法人雄三会 おおくぼ眼科 09_栃木県 宇都宮市平松本町1137-4

耳鼻咽喉科すがわらクリニック 09_栃木県 宇都宮市平松本町1204-2

倉井清彦内科医院 09_栃木県 宇都宮市平松本町326-4

たからぎ胃腸外科クリニック 09_栃木県 宇都宮市宝木町1-2588-6

村井クリニック 09_栃木県 宇都宮市宝木町1-2589
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つじ耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県 宇都宮市宝木町1-2589-22

たからぎ胃腸外科クリニック 09_栃木県 宇都宮市宝木町1丁目2588-6

松本医院 09_栃木県 宇都宮市宝木本町2058-5

ほりえクリニック 09_栃木県 宇都宮市峰3-6-45

豊郷台クリニック 09_栃木県 宇都宮市豊郷台2-21-3

宮川内科 09_栃木県 宇都宮市北一の沢町10-12

中川内科クリニック 09_栃木県 宇都宮市幕田町736-9

永沢医院 09_栃木県 宇都宮市野沢町233-3

宇都宮腎内科皮膚科クリニック 09_栃木県 宇都宮市鶴田2-38-3

植木医院 09_栃木県 塩谷郡塩谷町大字金枝950番地

越井クリニック 09_栃木県 塩谷郡高根沢町光陽台4-2-12

まなか医院 09_栃木県 塩谷郡高根沢町石末2093-10

中津川循環器科内科クリニック 09_栃木県 塩谷郡高根沢町大字宝積寺2388-5

小林内科医院 09_栃木県 塩谷郡高根沢町宝積寺2261-23

馬場耳鼻咽喉科医院 09_栃木県 下都賀郡壬生町おもちゃのまち1-8-19

島田医院 09_栃木県 下都賀郡壬生町安塚2008-1

おもちゃのまち内科クリニック 09_栃木県 下都賀郡壬生町幸町2-11-2

木村産婦人科医院 09_栃木県 下都賀郡壬生町壬生甲2349

松本内科医院 09_栃木県 下都賀郡壬生町中央町6-37

⾧島整形外科 09_栃木県 下都賀郡壬生町中央町6-6

陣内医院 09_栃木県 下都賀郡壬生町本丸1-7-10

いなば内科クリニック 09_栃木県 下都賀郡野木町丸林583-3

医療法人 岩﨑医院 09_栃木県 下都賀郡野木町佐川野1806-1

まゆき会 菊池クリニック 09_栃木県 下都賀郡野木町野渡245-2

木村医院 09_栃木県 下都賀郡野木町野渡2797-3

ちば整形外科クリニック 09_栃木県 下野市烏ヶ森1-4

医療法人 柏木医院 柏木ひふ科 09_栃木県 下野市下古山1-1-10

まきた眼科 09_栃木県 下野市下古山88-1

グリムこどもとアレルギーのクリニッ

ク
09_栃木県 下野市下古山二丁目6番地17

耳鼻咽喉科ふじもとクリニック 09_栃木県 下野市祇園1-6-10

医療法人社団 望星会 グリーンタウン

クリニック
09_栃木県 下野市祇園2丁目3番地2

医療法人 心救会 小山富士見台病院 09_栃木県 下野市柴1123

医療法人 たかはし眼科クリニック 09_栃木県 下野市小金井1-34-6

医療法人杏仁会 海老原医院 09_栃木県 下野市小金井5-26-10

あんずの森クリニック 09_栃木県 下野市仁良川1518-1

島田クリニック 09_栃木県 下野市石橋238-1

角田内科医院 09_栃木県 下野市石橋549
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大栗内科 09_栃木県 下野市石橋811-1

ふじたクリニック 09_栃木県 下野市大光寺1-11-10

都丸整形外科 09_栃木県 下野市文教1-11-16

早田耳鼻咽喉科 09_栃木県 下野市文教1-19-6

おだかキッズクリニック 09_栃木県 下野市薬師寺2866-1

中央クリニック 09_栃木県 下野市薬師寺3154-2

自治医科大学附属病院 09_栃木県 下野市薬師寺3311-1

つるかめ診療所 09_栃木県 下野市緑3-18-16

おかべこどもクリニック 09_栃木県 下野市緑5-17-12

川嶌内科小児科クリニック 09_栃木県 河内郡上三川町上三川2863-1

石川医院 09_栃木県 河内郡上三川町大山467-5

伊保内診療所 09_栃木県 佐野市伊保内町3841-1

医療法人 翼望会 ⾧島医院 09_栃木県 佐野市葛生東1-10-27

蘇原医院 09_栃木県 佐野市葛生東1-6-15

医療法人 土屋小児科 09_栃木県 佐野市亀井町2639

板橋医院 09_栃木県 佐野市犬伏新町1308-2

上石せぼね・骨そしょう症クリニック 09_栃木県 佐野市高萩町1332-3

すがやクリニック 09_栃木県 佐野市小中町1255-1

佐野医師会病院 09_栃木県 佐野市植上町1677

すながクリニック赤見診療所 09_栃木県 佐野市赤見町1146-1

医療法人 大野眼科クリニック 09_栃木県 佐野市赤坂町948-1

丸山レディースクリニック 09_栃木県 佐野市浅沼町804-3

医療法人メディカル・オフィス・齋藤 

齋藤内科医院
09_栃木県 佐野市相生町24-1

亀田医院 09_栃木県 佐野市村上町111-1

くまいクリニック 09_栃木県 佐野市田沼町732

ともこ皮フ科クリニック 09_栃木県 佐野市鐙塚町156-1

相田婦人科内科医院 09_栃木県 佐野市栃本町1759

坪水医院 院⾧ 坪水敏夫 09_栃木県 佐野市栃本町2241

緑の屋根診療所 09_栃木県 佐野市堀米町1348-5

吉沢眼科医院 09_栃木県 鹿沼市下田町2-1400-1

医療法人 杏仁会 大谷医院 09_栃木県 鹿沼市銀座1-1872

金子医院 09_栃木県 鹿沼市口粟野1654

医療法人源清会 大井田医院 09_栃木県 鹿沼市今宮町1623

医療法人桃李会 御殿山病院 09_栃木県 鹿沼市今宮町1682-2

医療法人良仁会 石川医院 09_栃木県 鹿沼市上石川1319

小林産婦人科医院 09_栃木県 鹿沼市上殿町817-5

おおくぼみみはなのどクリニック 09_栃木県 鹿沼市西茂呂2-11-1
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山口内科医院 09_栃木県 鹿沼市西茂呂3丁目10-1

医療法人ヒポクラテス 竹村内科腎クリ

ニック
09_栃木県 鹿沼市西茂呂4-46-3

医療法人寿栄会 鈴木内科 09_栃木県 鹿沼市石橋町1600-7

山崎内科医院 09_栃木県 鹿沼市天神町1700

さつきクリニック 09_栃木県 鹿沼市白桑田254-11

医療法人杏和会 宮司外科胃腸科 09_栃木県 鹿沼市府所町119-1

倉持整形外科鹿沼 09_栃木県 鹿沼市緑町2-1-34

にれぎクリニック 09_栃木県 鹿沼市楡木町164-1

星野胃腸科外科医院 09_栃木県 小山市粟宮745-1

医療法人 桃李会 小山クリニック 09_栃木県 小山市粟宮字宮内1970-10

医療法人 健寿会 小山整形外科内科 09_栃木県 小山市雨ケ谷753

小山ステーション脳神経外科・内科 09_栃木県 小山市駅東通り1-2-43

柏木耳鼻咽喉科医院 09_栃木県 小山市駅東通り2-18-18

医療法人 斎藤眼科医院 09_栃木県 小山市駅東通り2-28-17

かわなご女性クリニック 09_栃木県 小山市駅東通り2-6-10

医療法人アスムス わくわく訪問看護ス

テーションおやま
09_栃木県 小山市駅東通り3-9-6

居宅介護支援事業所・相談支援事業所 

わくわくおやま
09_栃木県 小山市駅東通り3-9-6

医療法人アスムス 認定栄養ケア・ス

テーションぱくぱく
09_栃木県 小山市駅東通り3-9-6

医療法人 川村内科医院 09_栃木県 小山市駅南町5-16-8

篠原クリニック 09_栃木県 小山市花垣町1-2-19

須田医院 09_栃木県 小山市間々田1489

医療法人アスムス おやま城北クリニッ

ク
09_栃木県 小山市喜沢1475-328

すずき整形外科 09_栃木県 小山市喜沢438-1

せき内科胃腸科クリニック 09_栃木県 小山市喜沢667-153

犬塚クリニック 09_栃木県 小山市犬塚5丁目14-10

暁クリニック 09_栃木県 小山市犬塚62

いぬづか眼科 09_栃木県 小山市犬塚8-10-20

船田内科外科医院 09_栃木県 小山市松沼578

医療法人博愛会 杉村病院 09_栃木県 小山市城山町2-7-18

青い鳥こどもクリニック 09_栃木県 小山市城東2-19-2

医療法人 北村クリニック 09_栃木県 小山市城東5-1-17

みなみこどもクリニック 09_栃木県 小山市城東6-10-1

とみやまクリニック 09_栃木県 小山市城北6-26-5

豊島耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県 小山市神鳥谷1085-4
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城南クリニック 09_栃木県 小山市西城南2-18-7

城南眼科クリニック 09_栃木県 小山市大字雨ヶ谷113-1

医療法人アスムス 09_栃木県 小山市中央町2-10-18-101

つちやカルディオクリニック 09_栃木県 小山市東間々田2-103-3

医療法人敬愛会 南栃木病院 09_栃木県 小山市北飯田74-2

青木医院 09_栃木県 小山市網戸1850

川上内科クリニック 09_栃木県 真岡市下高間木1-13-6

モオカ内科・糖尿病クリニック 09_栃木県 真岡市熊倉2-21-1

さとう循環器科内科クリニック 09_栃木県 真岡市熊倉3-34-14

すずの木ファミリークリニック 09_栃木県 真岡市荒町2-5-1

くしま内科医院 09_栃木県 真岡市寺内1386-1

医療法人 恵和会  岡田小松崎クリニッ

ク
09_栃木県 真岡市大谷本町7-17

芳賀赤十字病院 09_栃木県 真岡市中郷271

菜の花整形外科 09_栃木県 真岡市⾧田1288-1

真岡西部クリニック 09_栃木県 真岡市⾧田5-8-1

福田記念病院 09_栃木県 真岡市並木町3-10-6

小野内科消化器科医院 09_栃木県 足利市旭町851-4

医療法人知新会 横山皮膚科医院 09_栃木県 足利市伊勢町3-8-14

医療法人 正美会 大岡胃腸内科 大岡メ

ディカルクラブ
09_栃木県 足利市花園町4-2

医療法人千歳会 冨田内科医院 09_栃木県 足利市錦町45-1

医療法人 落合医院 09_栃木県 足利市今福町66

なかたクリニック 09_栃木県 足利市借宿町558

昌平町こどもクリニック 09_栃木県 足利市昌平町2368

くさの小児科 09_栃木県 足利市上渋垂町338-3

柴田クリニック 09_栃木県 足利市千歳町67-7

浅岡産婦人科 09_栃木県 足利市相生町387

医療法人太陽会 足利第一病院 09_栃木県 足利市大月町1031番地

三瓶医院 09_栃木県 足利市大町11-12

ゆはし医院 09_栃木県 足利市大町12-2

あしかがメンタルクリニック 09_栃木県 足利市田中町826-2

すながクリニック 09_栃木県 足利市八椚町494-1

行徳整形外科クリニック 09_栃木県 足利市福居町182

かめいクリニック 09_栃木県 足利市堀込町2760-1

医療法人東治会 井岡眼科医院 09_栃木県 足利市本城1-1470

増山医院 09_栃木県 大田原市小滝1107-6

車田医院 09_栃木県 大田原市大豆田457-24
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医療法人 高橋医院 なすのがはらクリ

ニック
09_栃木県 大田原市滝沢304-01

小林内科外科医院 09_栃木県 大田原市富士見1-1606-265

国際医療福祉大学クリニック 09_栃木県 大田原市北金丸2600-6

高山クリニック 09_栃木県 大田原市本町1-2703-182

医療法人 青木眼科医院 09_栃木県 栃木市薗部町2-1-4

あまがい内科医院 09_栃木県 栃木市岩舟町下津原189-2

熊倉医院 09_栃木県 栃木市岩舟町新里180-1

岡田皮フ科耳鼻咽喉科クリニック 09_栃木県 栃木市境町21-7

大山整形外科内科 09_栃木県 栃木市国府町306-1

医療法人アスムス 蔵の街診療所 09_栃木県 栃木市今泉町1-17-29

(株)コミュニティー研究所 訪問看護ス

テーション オリーブ
09_栃木県 栃木市今泉町1-17-29

(株)コミュニティー研究所 居宅介護支

援事業所 オリーブ
09_栃木県 栃木市今泉町1-17-29

(医)中元内科医院 09_栃木県 栃木市今泉町2-10-18

金子内科医院 09_栃木県 栃木市吹上町1642-1

特定医療法人厚生会 西方病院 09_栃木県 栃木市西方町金崎273-3

くろき内科クリニック 09_栃木県 栃木市大平町牛久199-2

あおき耳鼻咽喉科医院 09_栃木県 栃木市大平町新1474-1

かわたクリニック 09_栃木県 栃木市大平町西野田640-1

医療法人社団 慈厚会 船越医院 09_栃木県 栃木市都賀町家中5986-6

持田医院 09_栃木県 栃木市藤岡町中根115-5

サンライズクリニック 09_栃木県 栃木市日ノ出町6-6

はこのもりクリニック 09_栃木県 栃木市箱森町25-62

よこやま内科小児科クリニック 09_栃木県 栃木市箱森町38-70

たまのクリニック 09_栃木県 栃木市片柳町1-6-3

桜井こどもクリニック 09_栃木県 栃木市本町16-9

医療法人洋和会 水沼医院 09_栃木県 那須烏山市金井1-14-8

林田医院 09_栃木県 那須烏山市大金212-4

塩谷医院 09_栃木県 那須烏山市田野倉183

国際医療福祉大学病院 09_栃木県 那須塩原市井口537-3

きくち内科クリニック 09_栃木県 那須塩原市下田野531-130

なすのクリニック 09_栃木県 那須塩原市共墾社83-24

大島内科小児科医院 09_栃木県 那須塩原市錦町4-20

なすこどもクリニック 09_栃木県 那須塩原市沓掛2-19-1

ムラキクリニック 09_栃木県 那須塩原市沓掛3-8-25

医療法人修英会 中川医院 09_栃木県 那須塩原市黒磯幸町6-27

(医)佐藤医院 09_栃木県 那須塩原市西栄町7-16
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小沼内科胃腸科クリニック 09_栃木県 那須塩原市西朝日町6-42

渡部医院 09_栃木県 那須塩原市大原間140-1

医療法人 金澤医院 09_栃木県 那須塩原市中央町1-8

医療法人 大原クリニック 09_栃木県 那須塩原市東三島3丁目67番地

那須こころの医院 09_栃木県 那須塩原市方京1-16-2

高野病院 09_栃木県 那須郡那珂川町馬頭2068

白寄医院 09_栃木県 那須郡那珂川町馬頭464-1

飯塚医院 09_栃木県 那須郡那珂川町馬頭484-3

あしのメディカルクリニック 09_栃木県 那須郡那須町芦野1469-264

田﨑医院 09_栃木県 那須郡那須町大字寺子丙1-56

小西医院 09_栃木県 日光市安川町8-25

岡医院 09_栃木県 日光市下鉢石町997

森島こどもクリニック 09_栃木県 日光市荊沢599-133

石塚クリニック 09_栃木県 日光市荊沢600-32

日光市立国民健康保険栗山診療所 09_栃木県 日光市黒部54-1

今市病院 09_栃木県 日光市今市381

社団医療法人英静会 森病院 09_栃木県 日光市今市674

医療法人美光会 吉原医院 09_栃木県 日光市今市826-4

岡村整形外科 09_栃木県 日光市今市955-1

いちいクリニック内科・皮膚科 09_栃木県 日光市七里713-5

沼尾医院 09_栃木県 日光市大桑町155-1

荒井腎クリニック 09_栃木県 日光市大桑町52

日光市立湯西川診療所 09_栃木県 日光市湯西川1168-1

日光市立休日急患こども診療所 09_栃木県 日光市平ケ崎109

医療法人矢尾板記念会 見龍堂医療福祉

総合クリニック
09_栃木県 日光市木和田島3008-8

いとうクリニック 09_栃木県 日光市木和田島3043

(医)明倫会 日光野口病院 09_栃木県 日光市野口445

高安医院 09_栃木県 芳賀郡益子町七井2493-2

医療法人光真会 岡田内科クリニック 09_栃木県 芳賀郡市貝町2658-11

和久医院 09_栃木県 芳賀郡芳賀町西水沼119-1

医療法人 金子内科クリニック 09_栃木県 芳賀郡芳賀町祖母井1041-2

矢板南病院 09_栃木県 矢板市乙畑1735-9

国際医療福祉大学塩谷病院 09_栃木県 矢板市富田77

上田医院 09_栃木県 矢板市末広町32-2

なかじまクリニック 09_栃木県 矢板市木幡2574-6

静内科 10_群馬県 高崎市小八木町799-1

かねこ耳鼻咽喉科クリニック 10_群馬県 みどり市笠懸町阿左美1311-1

岩宿クリニック 10_群馬県 みどり市笠懸町阿左美1506-3
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かぶらぎ内科クリニック 10_群馬県 みどり市笠懸町鹿2439-15

みどり市国民健康保険診療所 10_群馬県 みどり市笠懸町鹿250

飯山医院 10_群馬県 みどり市笠懸町鹿2956-3

志鳥クリニック 10_群馬県 みどり市笠懸町鹿4650

かさかけ整形外科クリニック 10_群馬県 みどり市笠懸町鹿4712-10

会田医院 10_群馬県 みどり市大間々町大間々1063

萩原医院 10_群馬県 みどり市大間々町大間々1534

稲葉医院 10_群馬県 みどり市大間々町大間々1572-2

関内科医院 10_群馬県 みどり市大間々町大間々1838-8

社会福祉法人 希望の家 療育センター 

きぼう
10_群馬県 みどり市大間々町大間々22-4

恵愛堂病院 10_群馬県 みどり市大間々町大間々504-6

須永医院 10_群馬県 みどり市大間々町大間々922

医療法人誠和会 正田病院 10_群馬県 安中市安中1-16-32

なぐも眼科 10_群馬県 安中市安中2-13-1

医療法人済恵会 須藤病院 10_群馬県 安中市安中3532-5

あやこまごころ診療所 10_群馬県 安中市磯部4-13-18

ながしま小児科 10_群馬県 安中市下磯部1019-1

いわい中央クリニック 10_群馬県 安中市岩井2465-1

もてき内科医院 10_群馬県 安中市原市4-3-15

本多病院 10_群馬県 安中市鷺宮205-1

医療法人社団 田口医院 10_群馬県 安中市松井田町松井田372

医療法人 藤巻医院 10_群馬県 安中市松井田町松井田556

公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院 10_群馬県 安中市松井田町新堀1300-1

鷹ノ巣クリニック 10_群馬県 安中市中宿1-3-17

桐の木クリニック 10_群馬県 安中市中宿2172-4

小田島医院 10_群馬県 伊勢崎市ひろせ町4083-4

広瀬耳鼻咽喉科医院 10_群馬県 伊勢崎市ひろせ町4084-6

糖尿病・内分泌内科りんごの花クリ

ニック
10_群馬県 伊勢崎市安堀町1865-7

安堀太田町クリニック 10_群馬県 伊勢崎市安堀町1904-5

一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院 10_群馬県 伊勢崎市下植木町481番地

さとう内科クリニック 10_群馬県 伊勢崎市乾町233-1

たなか内科消化器科クリニック 10_群馬県 伊勢崎市宮子町3543-8

正田医院 10_群馬県 伊勢崎市境389-1

田島医院 10_群馬県 伊勢崎市境東97-1

医療法人石井会 石井皮フ科 10_群馬県 伊勢崎市曲輪町24番地17

髙柳整形外科歯科クリニック 10_群馬県 伊勢崎市香林町2-863-2

たんぽぽ小児科 10_群馬県 伊勢崎市今泉町1-1213
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宮崎クリニック 10_群馬県 伊勢崎市今泉町1-1580

木附整形外科医院 10_群馬県 伊勢崎市鹿島町545-1

伊勢崎福島病院 10_群馬県 伊勢崎市鹿島町556-2

上諏訪眼科クリニック 10_群馬県 伊勢崎市上諏訪町1444-5

小倉医院 10_群馬県 伊勢崎市上諏訪町2013

松澤外科医院 10_群馬県 伊勢崎市上諏訪町2114-5

岡本医院 10_群馬県 伊勢崎市西上之宮町131-1

公益財団法人脳血管研究所 附属美原記

念病院
10_群馬県 伊勢崎市太田町366

伊勢崎健診プラザ 10_群馬県 伊勢崎市中町655-1

あらまき整形外科クリニック 10_群馬県 伊勢崎市東小保方町3858-8

大井戸診療所 10_群馬県 伊勢崎市東小保方町4005-1

本多外科医院 10_群馬県 伊勢崎市東上之宮町321-1

山田外科内科医院 10_群馬県 伊勢崎市東本町45

医療法人石井会 石井病院 10_群馬県 伊勢崎市波志江町1152

群馬県立障害者リハビリテーションセ

ンター附属診療所
10_群馬県 伊勢崎市波志江町3030-1

医療法人あおきクリニック 10_群馬県 伊勢崎市馬見塚町1162-1

きたはらクリニック 10_群馬県 伊勢崎市美茂呂町3737

たかの内科医院 10_群馬県 伊勢崎市平和町4-14

Neoこどもクリニック 10_群馬県 伊勢崎市茂呂町二丁目2869

医療法人山心会 やまぐち内科医院 10_群馬県 伊勢崎市茂呂町二丁目3512番地7

佐川医院 10_群馬県 伊勢崎市緑町5-3

医療法人社団糖和会 おない内科クリ

ニック
10_群馬県 伊勢崎市連取町1426番地4

多賀谷耳鼻咽喉科医院 10_群馬県 伊勢崎市連取町1691-3

パルこどもクリニック 10_群馬県 伊勢崎市連取町3303-2

医療法人社団 もりむら内科 10_群馬県 伊勢崎市連取町364-2

伊勢崎市民病院 10_群馬県 伊勢崎市連取本町12番地1

清隆会 佐藤医院 10_群馬県 甘楽郡下仁田町下仁田550-2

下仁田厚生病院 10_群馬県 甘楽郡下仁田町大字下仁田409

大沢クリニック 10_群馬県 甘楽郡下仁田町馬山5915番地1

とみおか心療クリニック 10_群馬県 甘楽郡甘楽町福島775-1

川島脳神経外科医院 10_群馬県 館林市岡野町374

川村眼科医院 10_群馬県 館林市新宿1-2-22

うえの医院 10_群馬県 館林市赤生田町1828-5

特定医療法人 慶友会 慶友整形外科病

院
10_群馬県 館林市赤生田町2267番1

しんじょう整形外科クリニック 10_群馬県 館林市富士見町15-37
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たけい小児科・アレルギー科 10_群馬県 館林市北成島町2745-1

医療法人大和会 大和病院 10_群馬県 桐生市稲荷町2-9

藤井内科医院 10_群馬県 桐生市境野町6-1463-1

いずみ内科 10_群馬県 桐生市境野町6-541-2

菊地医院 10_群馬県 桐生市琴平町2-47

医療法人武井内科医院 10_群馬県 桐生市広沢町1-2684

山口クリニック 10_群馬県 桐生市広沢町6丁目355

藤田小児科医院 10_群馬県 桐生市広沢町四丁目1908-3

水沼診療所 10_群馬県 桐生市黒保根町水沼155-1

かわうち内科クリニック 10_群馬県 桐生市川内町3-277-1

金沢医院 10_群馬県 桐生市相生町1-131

阿部医院 10_群馬県 桐生市相生町1丁目338

大澤医院 10_群馬県 桐生市相生町2-407

前川内科医院 10_群馬県 桐生市相生町2-455-1

髙橋産婦人科医院 10_群馬県 桐生市相生町2-458

医療法人 北川眼科医院 10_群馬県 桐生市仲町1-12-3

ひきた小児科クリニック 10_群馬県 桐生市仲町2-7-20

医療法人 菊寿会 城田クリニック 10_群馬県 桐生市天神町3-5-24

石川整形外科医院 10_群馬県 桐生市天神町3-5-24

桐生市梅田町 藤井医院 10_群馬県 桐生市梅田町1-22-2

医療法人山育会 日新病院 10_群馬県 桐生市菱町3-2069-1

まろ医院 10_群馬県 桐生市本町3-4-18

中山診療所 10_群馬県 吾妻郡高山村中山230-1

布施医院 10_群馬県 吾妻郡草津町草津462-58

医療法人 けんもち医院 10_群馬県 吾妻郡中之条町伊勢町837

医療法人社団寿山会 田島病院 10_群馬県 吾妻郡中之条町大字中之条町1782

⾧野原町へき地診療所 10_群馬県 吾妻郡⾧野原町応桑1449-2

医療法人 東瞭会 櫻井医院 10_群馬県 吾妻郡⾧野原町大字⾧野原1585-1

(医)⾧生病院 10_群馬県 吾妻郡⾧野原町⾧野原71

大戸診療所 10_群馬県 吾妻郡東吾妻町大戸13-1

吾妻脳神経外科循環器科 10_群馬県 吾妻郡東吾妻町大字原町760番地1

医療法人あいおい会 こすもレディース

クリニック
10_群馬県 高崎市旭町113-7

小林内科胃腸科医院 10_群馬県 高崎市井野町649-2

群馬病院 10_群馬県 高崎市稲荷台町136

医療法人 武山クリニック 10_群馬県 高崎市栄町18-4

佐藤小児科内科医院 10_群馬県 高崎市栄町27-13

中島内科医院 10_群馬県 高崎市下佐野町14

特定医療法人博仁会 第一病院 10_群馬県 高崎市下小鳥町1277
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小児科メイメイくりにっく 10_群馬県 高崎市下之城町961

はぎわら内科医院 10_群馬県 高崎市下豊岡町1387-1

松島小児科医院 10_群馬県 高崎市貝沢町736-3

医療法人 森内科クリニック 10_群馬県 高崎市楽間町31-3

医療法人 松本医院 10_群馬県 高崎市吉井町吉井156番地

吉井中央診療所 10_群馬県 高崎市吉井町吉井415-1

田路クリニック 10_群馬県 高崎市吉井町馬庭571番池1

乾小児科内科医院 10_群馬県 高崎市宮元町207

橘内科医院 10_群馬県 高崎市宮元町273

狩野外科医院 10_群馬県 高崎市金古町230

医療法人 矢﨑会 矢崎医院 10_群馬県 高崎市剣崎町1049-2

ひうら医院 小児科 10_群馬県 高崎市剣崎町1155-1

医療法人 壮心会 わかばクリニック 10_群馬県 高崎市剣崎町249-5

希望館病院 10_群馬県 高崎市江木町1120

耳鼻咽喉科はるクリニック 10_群馬県 高崎市江木町230-1

吉田内科 10_群馬県 高崎市江木町273-4

うえはらクリニック 10_群馬県 高崎市高関町354-1

心療内科 クリニック 華 10_群馬県 高崎市高関町355

高崎市夜間休日急病診療所 10_群馬県 高崎市高松町5番地28

医療法人ラホヤ会 道又内科クリニック 10_群馬県 高崎市柴崎町1187-2

耳鼻咽喉科 角田医院 10_群馬県 高崎市若松町145

産科婦人科 舘出張 佐藤病院 10_群馬県 高崎市若松町96

はっとり皮膚科医院 10_群馬県 高崎市小八木町2027-4

佐々木医院 10_群馬県 高崎市昭和町二番地

医療法人山崎会 サンピエール病院 10_群馬県 高崎市上佐野町786-7

小板橋記念クリニック 10_群馬県 高崎市上小塙町1012

もてき脳神経外科 10_群馬県 高崎市上小塙町567

こどもクリニックそね 10_群馬県 高崎市上小塙町850-1

のぐち皮膚科クリニック 10_群馬県 高崎市上大類町1378-6

十薬会・上大類病院(老人保健施設併

設)
10_群馬県 高崎市上大類町759

医療法人 十薬会 若宮苑 10_群馬県 高崎市上大類町759

医療法人 十薬会 上大類病院 10_群馬県 高崎市上大類町759

耳鼻咽喉科 深町クリニック 10_群馬県 高崎市上中居町153-1

医療法人南山会 岡本内科クリニック 10_群馬県 高崎市上中居町365-2

上中居ファミリークリニック 10_群馬県 高崎市上中居町411

なみえクリニック 10_群馬県 高崎市上並榎町417

豊岡呼吸器科内科クリニック 10_群馬県 高崎市上豊岡町1037-1
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土岐内科医院 10_群馬県 高崎市上里見町1650-1

ひだまり診療所 10_群馬県 高崎市乗附町1444-2

五百山クリニック 10_群馬県 高崎市乗附町1526-2

城山クリニック 10_群馬県 高崎市城山町2-2-8

皆川医院 10_群馬県 高崎市新町2140-20

関口医院 10_群馬県 高崎市新町2273-7

医療法人 大久保医院 10_群馬県 高崎市新町2846

医療法人社団 和恵会 宮下クリニック 10_群馬県 高崎市新保町1377-1

医療法人翠松会 松原医院 10_群馬県 高崎市新保町1585-1

きたがわ整形外科クリニック 10_群馬県 高崎市菅谷町1041-2

医療法人 宮下耳鼻咽喉科 10_群馬県 高崎市正観寺町652-3

たかはし眼科クリニック 10_群馬県 高崎市西島町320

医療法人仁和会 野口病院 10_群馬県 高崎市請地町38番地

こだまクリニック 10_群馬県 高崎市石原町3225

いわた内科クリニック 10_群馬県 高崎市石原町4171

医療法人 清明会 善如寺医院 10_群馬県 高崎市倉賀野町453-19

野邑医院 10_群馬県 高崎市倉渕町三ノ倉502番地5

松本医院 10_群馬県 高崎市相生町35

沼賀眼科医院 10_群馬県 高崎市相生町4

二之沢病院 10_群馬県 高崎市足門町142-1

群馬整肢療護園 10_群馬県 高崎市足門町146-1

北高崎クリニック 10_群馬県 高崎市大橋町158

医療法人社団吉田会 よしだ消化器内科

クリニック
10_群馬県 高崎市大八木町1797番地

関口整形外科医院 10_群馬県 高崎市鍛冶町24番地

耳鼻咽喉科田中医院 10_群馬県 高崎市鍛冶町43

中澤医院 10_群馬県 高崎市筑縄町34-9

真木病院 10_群馬県 高崎市筑縄町71番地1

榛名荘病院 10_群馬県 高崎市中室田町5989

医療法人県央会 県央医科歯科クリニッ

ク
10_群馬県 高崎市中泉町610-2

医療法人 中央群馬脳神経外科病院 10_群馬県 高崎市中尾町64-1

水内外科内科医院 10_群馬県 高崎市中豊岡町35-1

通町診療所 10_群馬県 高崎市通町143-2

西口おなかのくどう内科 10_群馬県 高崎市鶴見町4-2

吉浜内科小児科クリニック 10_群馬県 高崎市鶴見町9-3

高崎乳腺外科クリニック 10_群馬県 高崎市島野町1416

重田こども・アレルギークリニック 10_群馬県 高崎市島野町1418

医療法人 松崎医院 10_群馬県 高崎市島野町589
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貝沢中央医院 10_群馬県 高崎市東貝沢町3-17-1

医療法人社団 有賀クリニック 10_群馬県 高崎市東町80-7

よしざわこどもクリニック 10_群馬県 高崎市棟高町1497-4

医療法人民善会 細谷たかさきクリニッ

ク
10_群馬県 高崎市南大類町888-1

高崎佐藤眼科 10_群馬県 高崎市南大類町1000-1

高瀬クリニック 10_群馬県 高崎市南大類町885-2

勝田内科消化器クリニック 10_群馬県 高崎市八千代町4-6-21

耳鼻咽喉科古川雅子診療室 10_群馬県 高崎市八島町222 高崎ターミナルビル7F

桃ノ木クリニック 10_群馬県 高崎市八幡町1067-4

群馬八幡消化器内科クリニック 10_群馬県 高崎市八幡町1112-1

医療法人社団大原会 大原病院 10_群馬県 高崎市飯玉町46

だるま眼科 10_群馬県 高崎市飯塚町1055-1

医療法人 小泉重田小児科 10_群馬県 高崎市飯塚町1285-4

佐藤呼吸器科医院 10_群馬県 高崎市飯塚町253-1

いいづかクリニック 10_群馬県 高崎市飯塚町805-1

大山医院 10_群馬県 高崎市浜川町2242-1

森田クリニック 10_群馬県 高崎市浜川町278-1

つつみ内科クリニック 10_群馬県 高崎市並榎町54-1

耳鼻咽喉科⾧谷川医院 10_群馬県 高崎市片岡町2-29-2

医療法人関越中央病院 地域ケアセン

ター診療所
10_群馬県 高崎市北原町29

医療法人 関越中央病院 10_群馬県 高崎市北原町71

医)山内医院 10_群馬県 高崎市北双葉町7-5

医療法人 文英会 土岐医院 10_群馬県 高崎市本郷町65-1

桐山クリニック 10_群馬県 高崎市末広町235-8

中島クリニック 10_群馬県 高崎市末広町85-1

みさと診療所 10_群馬県 高崎市箕郷町上芝628-1

今井内科小児科 10_群馬県 高崎市箕郷町柏木沢2356-3

医療法人社団 千栄会 昭和病院 10_群馬県 高崎市綿貫町1341

おかじょうクリニック 10_群馬県 高崎市綿貫町1918-7

黒沢病院・ヘルスパーククリニック 10_群馬県 高崎市矢中町187

沼野クリニック 10_群馬県 高崎市柳川町15

小児科佐藤医院 10_群馬県 高崎市柳川町4

田村産婦人科 10_群馬県 高崎市柳川町63

頭頸部免疫栄養研究所 ぐんま耳鼻咽喉

科クリニック
10_群馬県 高崎市冷水町130-1

小泉小児科医院 10_群馬県 高崎市連雀町127

医療法人杣会 うめやま医院 10_群馬県 高崎市連雀町133
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医療法人樹心会 角田病院 10_群馬県 佐波郡玉村町上新田675-4

宇津木医院 10_群馬県 佐波郡玉村町藤川198-6

ゆのきこどもクリニック 10_群馬県 佐波郡玉村町福島501-11

原沢医院 10_群馬県 渋川市伊香保町伊香保539-7

医療法人 明寿会 石北医院 10_群馬県 渋川市渋川1592

渋川皮膚科医院 10_群馬県 渋川市渋川1778-9

慶生医院 10_群馬県 渋川市渋川1829-21

クリニックオガワ 10_群馬県 渋川市石原113

医療法人菊栄会 渋川中央病院 10_群馬県 渋川市石原508-1

介護老人保健施設からたちの丘 10_群馬県 渋川市赤城町津久田4013-1

赤城高原ホスピタル 10_群馬県 渋川市赤城町北赤城山1051番地

医療法人石井会渋川伊香保分院 10_群馬県 渋川市中村116-1

独立行政法人 国立病院機構 渋川医療

センター
10_群馬県 渋川市白井383番地

医療法人 北関東循環器病院 10_群馬県 渋川市北橘町下箱田740

沼田脳神経外科循環器科病院 10_群馬県 沼田市栄町8番地

武田メンタルクリニック 10_群馬県 沼田市横塚町1181-1

内田病院 10_群馬県 沼田市久屋原町345-1

独立行政法人国立病院機構 沼田病院 10_群馬県 沼田市上原町1551-4

塩崎医院 10_群馬県 沼田市清水町4211

かないクリニック 10_群馬県 沼田市西原新町92

つのだ小児科クリニック 10_群馬県 沼田市西原新町甲122

松田耳鼻咽喉科医院 10_群馬県 沼田市東原新町1538-17

さこだクリニック 10_群馬県 沼田市坊新田町1029-1

髙栁胃腸科外科 10_群馬県 前橋市荻窪町1203-1

いながき内科医院 10_群馬県 前橋市下阿内町362-1

かたひら内科医院 10_群馬県 前橋市下沖町335-1

田中外科内科医院 10_群馬県 前橋市下小出町3-21-5

前橋東クリニック 10_群馬県 前橋市下大屋町558-9

医療法人中沢会 上毛病院 10_群馬県 前橋市下大島町596-1

大学橋ファミリークリニック 10_群馬県 前橋市関根町2-21-9

二之沢前橋クリニック 10_群馬県 前橋市岩神町2丁目4-7

北條医院 10_群馬県 前橋市駒形町833-38

医療法人健英会 うしいけ内科クリニッ

ク
10_群馬県 前橋市元総社町1770-4

瀬下こどもクリニック 10_群馬県 前橋市元総社町2265番地

みやざき内科クリニック 10_群馬県 前橋市元総社町2467-9

あらいクリニック 10_群馬県 前橋市元総社町848-7

青山医院 10_群馬県 前橋市古市町350
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鈴木小児科医院 10_群馬県 前橋市後閑町10-5

公雄会 こぶな整形外科医院 10_群馬県 前橋市後閑町311-2

はしづめ診療所 10_群馬県 前橋市公田町515-1

かなざわ小児科クリニック 10_群馬県 前橋市幸塚町90-1

医療法人 富沢医院 10_群馬県 前橋市江田町580

江木町クリニック 10_群馬県 前橋市江木町98-5

独立行政法人地域医療機能推進機構 群

馬中央病院
10_群馬県 前橋市紅雲町1丁目7番13号

鳥羽整形外科クリニック 10_群馬県 前橋市紅雲町2-21-13

なんきつこどもクリニック 10_群馬県 前橋市荒牧町1-36-17

吉野医院 10_群馬県 前橋市三俣町2-13-10

山王リハビリテーション病院 10_群馬県 前橋市山王町133

山王医院 10_群馬県 前橋市山王町2-20-16

たけい内科クリニック 10_群馬県 前橋市小屋原町582-4

マザーズクリニックTAMURA 10_群馬県 前橋市小屋原町584-1

医療法人社団中嶋会 中嶋医院 10_群馬県 前橋市小屋原町976-1

前橋皮膚科医院 10_群馬県 前橋市昭和町1-7-17

さくらクリニック 10_群馬県 前橋市上佐鳥町1203-2

髙野医院 10_群馬県 前橋市新前橋町11-11

わかば病院 10_群馬県 前橋市新前橋町3-3

星医院 10_群馬県 前橋市西善町204-1

東前橋整形外科病院 10_群馬県 前橋市西大室町1302-2

山本整形外科医院 10_群馬県 前橋市西片貝町1丁目200番地

たむらこどもクリニック 10_群馬県 前橋市西片貝町3-123-5

深沢整形外科 10_群馬県 前橋市西片貝町3-124-2

石倉町こどもクリニック 10_群馬県 前橋市石倉町5-22-4

前橋広瀬川クリニック 10_群馬県 前橋市千代田町2-10-9

小泉整形外科医院 10_群馬県 前橋市千代田町4-2-2

リハビリ整形外科 みなみクリニック 10_群馬県 前橋市川原町1-49-2

上毛大橋クリニック 10_群馬県 前橋市川原町1丁目49番6

かわはらまち皮膚科 10_群馬県 前橋市川原町2丁目25-10

医療法人 総社町内科深沢医院 10_群馬県 前橋市総社町3-2-5

すがの内科医院 10_群馬県 前橋市総社町植野328-5

こなか医院 10_群馬県 前橋市総社町総社2628

牧耳鼻咽喉科医院 10_群馬県 前橋市総社町総社2720

おうみこどもクリニック 10_群馬県 前橋市総社町総社3601-14

おおつか内科クリニック 10_群馬県 前橋市大友町3-23-4

公益財団法人 老年病研究所附属病院 10_群馬県 前橋市大友町3-26-8

佐治内科医院 10_群馬県 前橋市端気町374-15
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前橋赤十字病院 10_群馬県 前橋市朝倉町389番地1

小林内科・胃腸科クリニック 10_群馬県 前橋市朝倉町930-3

みずしま脳神経内科・内科クリニック 10_群馬県 前橋市朝日町1-25-7

ソレイユあさひクリニック 10_群馬県 前橋市朝日町1丁目13-12

うめだ内科クリニック 10_群馬県 前橋市鶴光路町396-1

殿岡内科医院 10_群馬県 前橋市天川原町2-247-5

上武呼吸器科内科病院 10_群馬県 前橋市田口町586-1

ねぎし整形外科 10_群馬県 前橋市東善町68の4

前橋脳外科クリニック 10_群馬県 前橋市東片貝町720番地

医療法人あすなろ会 家崎医院 10_群馬県 前橋市南町2-10-10

安部内科医院 10_群馬県 前橋市南町3-39-9

丸山眼科クリニック 10_群馬県 前橋市南町3-59-4

下田内科医院 10_群馬県 前橋市南町3-64-13

田中内科クリニック 10_群馬県 前橋市日吉町1-22-13

医療法人 春山医院 10_群馬県 前橋市日吉町2-8-5

若宮内科 10_群馬県 前橋市日吉町4-44-47

塙医院 10_群馬県 前橋市日吉町4-5-5

医療法人弘和会 吉松医院 10_群馬県 前橋市粕川町新屋246-2

吉田小児科医院 10_群馬県 前橋市箱田町395-3

さとうレディースクリニック 10_群馬県 前橋市表町2-20-17

前橋ふえきクリニック 10_群馬県 前橋市表町2-27-22

医療法人石井会 敷島の森おなかのクリ

ニック
10_群馬県 前橋市敷島町240-19

中村外科医院 10_群馬県 前橋市文京町1-33-18

町井耳鼻咽喉科 10_群馬県 前橋市文京町2-14-6

はしづめ診療所 文京町 10_群馬県 前橋市文京町2丁目10-26

太田皮膚科医院 10_群馬県 前橋市本町1-10-6

医療法人社団 松寿会 松山医院 10_群馬県 前橋市本町1-1-3 AMD1F

橋爪耳鼻咽喉科医院 10_群馬県 前橋市本町1-3-2

いまいずみ小児科 10_群馬県 前橋市本町1丁目11番8号

羽生田眼科医院 10_群馬県 前橋市本町2-19-1

老年病研究所附属高玉診療所 10_群馬県 前橋市本町一丁目17-4

町田内科クリニック 10_群馬県 前橋市茂木町5-5

遠藤内科医院 10_群馬県 前橋市野中町381-2

田部医院 10_群馬県 前橋市六供町1043

小児科しもだクリニック 10_群馬県 前橋市六供町847番地

ふくだ耳鼻咽喉科クリニック 10_群馬県 太田市下小林町534-3 メディカルポート太田
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大川眼科 10_群馬県 太田市下小林町56-6

金子クリニック 10_群馬県 太田市岩瀬川町471-5

小島医院 10_群馬県 太田市熊野町8-2

ときざわレディスクリニック 10_群馬県 太田市小舞木町256

深川クリニック 10_群馬県 太田市小舞木町415

綿打診療所 10_群馬県 太田市新田上田中町556-1

たきざわ医院 10_群馬県 太田市新田赤堀町434-25

木崎クリニック 10_群馬県 太田市新田木崎町1114-3

飯塚医院 10_群馬県 太田市新田木崎町620-1

もとじま整形外科・糖尿病内科 10_群馬県 太田市新野町1160

内科・循環器内科 小林クリニック 10_群馬県 太田市世良田町1574-1

おおたブレストクリニック 10_群馬県 太田市西本町44-14

山口外科医院 10_群馬県 太田市西本町57-33

太田協立診療所 10_群馬県 太田市石原町927

山口医院 10_群馬県 太田市台之郷町257

まゆずみこどもクリニック 10_群馬県 太田市大原町438-10

和賀クリニック 10_群馬県 太田市大原町82-273

鳥山医院 10_群馬県 太田市鳥山下町668番地

杉田内科医院 10_群馬県 太田市鳥山上町1536-3

医療法人財団明理会 イムス太田中央総

合病院
10_群馬県 太田市東今泉町875-1

松本医院 10_群馬県 太田市東⾧岡町76

針谷眼科 10_群馬県 太田市東本町23-7

こばやし小児科内科医院 10_群馬県 太田市東本町40-30

医療法人KOSSMOS会 剣持整形外科 10_群馬県 太田市東本町42-1

おおた泌尿器科内科クリニック 10_群馬県 太田市東矢島町78

南矢島こどもクリニック 10_群馬県 太田市南矢島町352-2

医療法人 登田医院 10_群馬県 太田市八幡町11-6

伊藤内科小児科クリニック 10_群馬県 太田市飯塚町68-1

医療法人 うがじんクリニック 10_群馬県 太田市飯塚町685-10

小林眼科クリニック 10_群馬県 太田市浜町44-5

春日医院 10_群馬県 太田市本町32-12

川田クリニック 10_群馬県 太田市由良町1622-11

たから女性クリニック 10_群馬県 太田市由良町2340-1

ゆら皮膚科クリニック 10_群馬県 太田市由良町93-4

武蔵野病院 10_群馬県 太田市龍舞町293

医療法人宏愛会 宏愛会第一病院 10_群馬県 太田市六千石町99-63

もてぎこどもクリニック 10_群馬県 太田市脇屋町526-1

原内科クリニック 10_群馬県 藤岡市下戸塚33-1
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すぎやまメディカルクリニック 10_群馬県 藤岡市下大塚180-11

藤岡市国民健康保険⿁石病院 10_群馬県 藤岡市⿁石139-1

飯田整形外科医院 10_群馬県 藤岡市篠塚562

藤岡こどもクリニック 10_群馬県 藤岡市小林683

秋山医院 10_群馬県 藤岡市小林748-8

アイリス診療所 10_群馬県 藤岡市森264-4

栗原胃腸科外科医院 10_群馬県 藤岡市神田144-1

しののめクリニック 10_群馬県 藤岡市中栗須485-5

多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡

総合病院
10_群馬県 藤岡市中栗須813-1

根岸産婦人科小児科医院 10_群馬県 藤岡市中栗須86

田原内科クリニック 10_群馬県 藤岡市藤岡694-1

松山耳鼻咽喉気管食道科医院 10_群馬県 藤岡市藤岡804-11

星野医院 10_群馬県 藤岡市藤岡857-3

光病院 10_群馬県 藤岡市本郷1045

村田内科医院 10_群馬県 富岡市一ノ宮162-1

田村医院 10_群馬県 富岡市七日市1662-3

青葉クリニック 10_群馬県 富岡市七日市676-7

西毛病院 10_群馬県 富岡市神農原559-1

コマチクリニック 10_群馬県 富岡市相野田469

細谷医院 10_群馬県 富岡市富岡1048

明瞳眼科クリニック 10_群馬県 富岡市富岡1112

神部医院 10_群馬県 富岡市富岡1122

医療法人民善会 細谷透析クリニック 10_群馬県 富岡市富岡2653-1

高井クリニック 10_群馬県 富岡市富岡3074-1

大滝クリニック 10_群馬県 北群馬郡吉岡町大久保795番地3

まつい女性クリニック 10_群馬県 北群馬郡吉岡町大字大久保751-4

榛東わかばクリニック 10_群馬県 北群馬郡榛東村山子田1369-1

榛東さいとう医院 10_群馬県 北群馬郡榛東村新井大川1182-2

高木整形外科 10_群馬県 邑楽郡大泉町いずみ2-1-1

小児科おぎわらクリニック 10_群馬県 邑楽郡大泉町坂田4-23-10

富士クリニック ペインクリニック 10_群馬県 邑楽郡大泉町富士3-13-8

竹越医院 10_群馬県 邑楽郡明和町新里435-1

福田ペインクリニック 10_群馬県 邑楽郡明和町大佐貫588-1

ミツワ診療所 10_群馬県 邑楽郡明和町梅原588

医療法人三世会 加藤医院 10_群馬県 邑楽郡邑楽町光善寺275-2

竹内医院 10_群馬県 利根郡みなかみ町下津2095

たかだクリニック 10_群馬県 利根郡みなかみ町下牧188-2

医療法人パテラ会 月夜野病院 10_群馬県 利根郡みなかみ町真庭316
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群馬パース病院 10_群馬県 利根郡川場村生品1861

医療法人健好会 石橋内科クリニック 11_埼玉県 上尾市中分1-1-6

まえはら医院 11_埼玉県 川口市江戸2-2-5

佐藤小児科クリニック 11_埼玉県 川口市並木1-10-18

黒川医院 11_埼玉県 川越市菅原町20-21

かわごえ循環器・内科クリニック 11_埼玉県 川越市的場北1-15-10

よしおか内科こどもクリニック 11_埼玉県 熊谷市伊勢町212-1

越谷泌尿器科・内科 11_埼玉県 越谷市相模町3-217-1

登坂耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 越谷市弥生町1-8

おかやまクリニック 11_埼玉県
さいたま市中央区上落合9-9-8 サンフロント

ビル2F

青木医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町2丁目8番地13号

医療法人 仲田内科 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町4-2-14

パンジー皮膚科クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町4-2-15 石内ビル3階

医療法人 鎌田医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町4-23-8

石川内科 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町4-24-12

中島眼科医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町4-26-1-113

医療法人 岩﨑内科診療所 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町7-1-2

かめの森診療所 11_埼玉県 さいたま市浦和区岸町7-4-2

飯島医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区駒場1-12-1

古藤内科医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区元町1-22-6

清水整形外科クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区元町2-24-8

医療法人 小野耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-10-7

やまぐち内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-2-1-104

山崎整形クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区高砂2-2-20  Kビル3F

医療法人 みむら小児科 11_埼玉県 さいたま市浦和区上木崎1-11-3

なかま整形外科 11_埼玉県 さいたま市浦和区上木崎2-7-13-D

こんの眼科 11_埼玉県 さいたま市浦和区常盤10-7-11

加藤整形外科 11_埼玉県 さいたま市浦和区常盤10-9-20

とね川医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区常盤6-11-7

高野クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区常盤9-32-28.2F

医療法人社団 つばさ会 村木クリニッ

ク
11_埼玉県 さいたま市浦和区常盤9-33-18

石井医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区神明1-22-6

鎌田眼科 11_埼玉県 さいたま市浦和区神明2-19-9

たかしまアイクリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区瀬ケ崎3-1-25

杉山整形外科 11_埼玉県 さいたま市浦和区瀬ケ崎3-16-1

あさば内科 11_埼玉県 さいたま市浦和区瀬ケ崎3-9-6 1階

加藤クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区前地2-3-11
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アキ循環器・血管外科クリニック 11_埼玉県
さいたま市浦和区仲町1-6-6 うらわメディカ

ルBld.4階

けいゆう会 菊池医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区仲町2-6-14

いちはら整形外科 11_埼玉県 さいたま市浦和区仲町3-13-9

九里医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区東岸町2-15

キリサワ産婦人科クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町22-6

佐藤医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町24-8

吉野医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町26-17

医療法人 川久保病院 11_埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町29-18

医療法人智健会 イーストメディカルク

リニック
11_埼玉県

さいたま市浦和区東高砂町3-2 ハイフィール

ドビル4階・5階

滝本眼科医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町6-19

大谷内科胃腸科 11_埼玉県
さいたま市浦和区東仲町30番20号 東仲町ビル

3階

楢原医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区東仲町4-17

かせ心のクリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1-1-7 北原ビル2階

医療法人 権田医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区北浦和2-11-23

医療法人 すがやハートクリニック 11_埼玉県
さいたま市浦和区北浦和3-11-1 第二北浦和メ

ゾン1階

おおはら医院 11_埼玉県 さいたま市浦和区北浦和3-19-17

阿部クリニック 11_埼玉県
さいたま市浦和区北浦和3-7-3 ハイスクエア

イシイ1階

関耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県
さいたま市浦和区北浦和3丁目1番17号 安田ビ

ル2階

青木内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市浦和区領家2-9-17

岩槻いまい眼科 11_埼玉県 さいたま市岩槻区岩槻502

岩槻西原クリニック 11_埼玉県 さいたま市岩槻区岩槻5166

大和たまごクリニック 11_埼玉県 さいたま市岩槻区岩槻5202

滝本眼科 11_埼玉県 さいたま市岩槻区西町1-5-31

牛山内科・外科・胃腸科医院 11_埼玉県 さいたま市岩槻区西町4-2-4

医療法人金沢会 金沢クリニック 11_埼玉県 さいたま市岩槻区太田1-1-18

医療法人 ゆうな会 はしもと皮膚科 11_埼玉県 さいたま市岩槻区南辻20-1

社会福祉法人桜楓会 医療型障害児入所

施設 カリヨンの杜
11_埼玉県 さいたま市岩槻区馬込2100番地

増田内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市岩槻区美園東1-29-4

みそのこどもクリニック 11_埼玉県 さいたま市岩槻区美園東1-7-15

浅川胃腸科外科 11_埼玉県 さいたま市岩槻区美幸町6-12

じんの小児科 11_埼玉県 さいたま市岩槻区本町1-8-11

医療法人 慈正会 丸山記念総合病院 11_埼玉県 さいたま市岩槻区本町2-10-5
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医療法人白帆会 細田医院 11_埼玉県 さいたま市岩槻区本町3-13-10

林整形外科 11_埼玉県 さいたま市岩槻区本町3-7-6

牛山内科・外科・胃腸科医院 11_埼玉県 さいたま市岩槻区箕輪29-1

七里耳鼻咽喉科 11_埼玉県 さいたま市見沼区小深作566

大谷クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区大谷14-1

センチュリーシティ内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区大和田町1-1275

石井眼科クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区大和田町1-1295

医療法人 松本皮膚科形成外科医院 11_埼玉県 さいたま市見沼区大和田町2-1284-2

冨田クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区中川1023

まつざきファミリークリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東新井9-1

森田クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東大宮2-24-5

ハートの森クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東大宮2-35-3

和田クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東大宮3-2-22

医療法人社団 博翠会 みさわクリニッ

ク
11_埼玉県

さいたま市見沼区東大宮4-2-2 ロマーナ伍番

館1F

桃木内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東大宮4-47-8

あおき内科 さいたま糖尿病クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東大宮5-39-3 英和ビル3階

のいり眼科クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東大宮6-9-1

とよだ医院 11_埼玉県
さいたま市見沼区東大宮6丁目36-1 MGプラ

ザ1階

たかむらクリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東門前26-5

つばさクリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区東門前43-1

南中丸クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区南中丸1078-3

けいあいファミリークリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区南中野422-1

伊藤医院 11_埼玉県 さいたま市見沼区南中野626-11

早川医院(内科・小児科・眼科) 11_埼玉県 さいたま市見沼区南中野90-3

医療法人財団新生会 大宮共立病院 11_埼玉県 さいたま市見沼区片柳1550番地

大宮厚生病院 11_埼玉県 さいたま市見沼区片柳1番地

角田クリニック 11_埼玉県 さいたま市見沼区蓮沼1079-3

はとり小児科医院 11_埼玉県 さいたま市見沼区蓮沼1145-7

西部総合病院・健診センター・西部在

宅ケアセンター
11_埼玉県 さいたま市桜区上大久保884

エムズ総合内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市桜区神田609-1

にしむら内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市桜区西堀5-3-40

医療法人栄寿会 林病院 11_埼玉県 さいたま市桜区西堀8-4-1

さいたま市療育センターさくら草 11_埼玉県 さいたま市桜区田島2-16-2

医療法人社団 松弘会 三愛病院 11_埼玉県 さいたま市桜区田島4-35-17

つぼさか耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県 さいたま市桜区田島5-19-1
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医療法人清香会 小野内科クリニック 11_埼玉県
さいたま市桜区田島5-23-8 西浦和クリニック

プラザ201

浦和すずのきクリニック 11_埼玉県 さいたま市桜区田島7-17-21

伴医院 11_埼玉県 さいたま市桜区田島9-12-12

湯澤クリニック 11_埼玉県 さいたま市西区宮前町794-1

医療生協さいたま おおみや診療所 11_埼玉県 さいたま市西区指扇1100-2

やすらぎ内科 11_埼玉県 さいたま市西区指扇1570-33

医療法人博滇会 湯澤医院 11_埼玉県 さいたま市西区西遊馬1260-1

医療法人愛慈会 橋本内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市西区中野林262-2

花の丘キッズクリニック 11_埼玉県 さいたま市西区内野本郷578-4

こみねクリニック 11_埼玉県 さいたま市西区二ツ宮397-1

医療法人政芳会 田中クリニック 11_埼玉県 さいたま市西区宝来1538

指扇駅前はやし眼科クリニック 11_埼玉県 さいたま市西区宝来1722-3

⾧谷川内科・循環器科医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区下町2-67

石田眼科医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町1-88 石田眼科医院内

新都心レディースクリニック 11_埼玉県
さいたま市大宮区吉敷町4-261-1 キャピタル

ビル3F

新都心こどもクリニック 11_埼玉県
さいたま市大宮区吉敷町4-262-10 松井ビル4

階

宮町眼科医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル5階

医療法人 宇治病院 11_埼玉県 さいたま市大宮区宮町2-90

よしおか医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区櫛引町1-262-1

岩根医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区櫛引町1-834

本橋医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区高鼻町3-5-1

大宮はまだ眼科西口分院 11_埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-169-1

大宮駅前耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-180 Coffreビル2階

医療法人博友会 友愛クリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-262

医療法人社団哺育会 アルシェクリニッ

ク
11_埼玉県

さいたま市大宮区桜木町2-1-1 アルシェ8・9

階

宮原眼科 大宮クリニック 11_埼玉県
さいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮アルシェ6

階

医療法人社団 白報会 総合クリニック 

ドクターランド大宮
11_埼玉県

さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮DOMダイ

エー大宮店3階

須田胃腸科外科医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-348

本田眼科 11_埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ5階

かしわざき産婦人科 11_埼玉県 さいたま市大宮区上小町604-4
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谷口整形外科リハビリクリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区上小町649

内村医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区上小町841

小島医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区大成町1-109

みよしクリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区大成町3-248-1

あきやま胃腸科肛門科クリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区大成町3-542

秋山レディースクリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区大成町3-542

大宮胃腸内科クリニック 11_埼玉県
さいたま市大宮区仲町2-24-2 金杉仲町ビル2

階

大野眼科医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区仲町3-10-5

ミツイ眼科医院 11_埼玉県
さいたま市大宮区仲町二丁目75番地 大宮フコ

ク生命ビル2階

佐藤内科外科医院 11_埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1-147

自治医科大学附属さいたま医療セン

ター小児科
11_埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1-847

学校法人自治医科大学 自治医科大学附

属さいたま医療センター
11_埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1-847

自治医科大学附属さいたま医療セン

ター
11_埼玉県 さいたま市大宮区天沼町1-847

水谷耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町1-210

さいき眼科 11_埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町1-330-202

双愛クリニック 11_埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町2-173

医療法人 藤慈会 至誠堂冨田病院 11_埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町2-564

医療法人 慈眼会 こうづか眼科 11_埼玉県 さいたま市中央区下落合1022

臼田外科医院 11_埼玉県 さいたま市中央区下落合6-16-11

林田医院 11_埼玉県 さいたま市中央区下落合7-1-26

えがわ医院 11_埼玉県 さいたま市中央区下落合7-4-15

仙波内科医院 11_埼玉県 さいたま市中央区桜丘1-6-21

ゆり内科クリニック 11_埼玉県
さいたま市中央区上落合1-11-15 アスク新都

心ビル2階

与野ハウスクリニック 11_埼玉県
さいたま市中央区上落合1-9-3 与野ハウス3号

棟2F

きたよの内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区上落合2-9-30-1F

あさかわ内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区上落合5-17-1 S4タワー1階

新都心たざわクリニック 11_埼玉県
さいたま市中央区上落合5丁目17番地1号 S4

タワー1階

医療法人泉仁会 ハートクリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区上落合8-14-20

医療法人社団彩の風 さいたま中央クリ

ニック
11_埼玉県

さいたま市中央区上落合8-3-32 ホームズさい

たま中央店2階
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マキウイメンズクリニック 11_埼玉県
さいたま市中央区上落合9-9-8 サンフロント

ビル2階

駒橋内科医院 11_埼玉県 さいたま市中央区新中里5-2-5

水府会かわかみ心療クリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区新都心4-8

⾧島医院 11_埼玉県 さいたま市中央区大戸4-5-8

医療法人 島田医院 11_埼玉県 さいたま市中央区本町東1-13-23

さいとう眼科クリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区本町東1丁目13-20

さくらそう診療所 11_埼玉県 さいたま市中央区本町東2-7-23

ほんまちクリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区本町東3-10-7

しおや消化器内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市中央区本町東3-3-3

久米井医院 11_埼玉県 さいたま市中央区本町東5-6-8

社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経セ

ンター
11_埼玉県 さいたま市中央区本町東6-11-1

南与野たにかわ眼科 11_埼玉県 さいたま市中央区鈴谷2-633

安藤クリニック 11_埼玉県
さいたま市中央区鈴谷2-717-1 キャッスル新

井

常徳医院 11_埼玉県 さいたま市南区曲本3-6-2

医療法人社団 原医院 11_埼玉県 さいたま市南区曲本4-10-11

中村クリニック 11_埼玉県
さいたま市南区根岸3-3-10 ディアハイツⅢ 

1F

田辺医院 11_埼玉県 さいたま市南区根岸4-5-11

医療法人 秋葉病院 11_埼玉県 さいたま市南区根岸5-13-10

たかだ内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区根岸5丁目18-3 ヴィラ白幡1F

たかまつ耳鼻咽喉科 11_埼玉県 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー2F

塩沢第2クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区沼影1-11-2

内科・脳神経内科 かわにし医院 11_埼玉県 さいたま市南区太田窪5-7-3

医療法人有隣会 わかくさ病院 11_埼玉県 さいたま市南区大字太田窪1973-5

虹クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区大谷口2494-1

こんの内科 11_埼玉県 さいたま市南区大谷口5610

(医)誠清会 はなクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区大谷口5656-2

とくまる耳鼻咽喉科 11_埼玉県 さいたま市南区辻1-26-8

公平クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区内谷3-8-16

たけいハートクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和1-33-15

医療法人すくすく会 たんぽぽ子どもク

リニック
11_埼玉県

さいたま市南区南浦和1-33-15 グレースビル2

階

松本こどもクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和2-31-19 植木ビル5F

ゆずるクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和2-44-7-201
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緑優会 山口クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和2-44-9 榎本第3ビル2F

よしはら眼科 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和3-14-17

山田整形外科・胃腸科・肛門科 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和3-17-2

どんぐりクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南浦和3-18-15

しのざき脳神経外科・産婦人科クリ

ニック
11_埼玉県 さいたま市南区南浦和3-28-7

佐藤整形外科クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南本町1-16-15 ヴィラ高砂1F

佐藤皮フ科医院 11_埼玉県 さいたま市南区南本町1-2-15 第3大雄ビル4F

川田クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南本町2-22-2

矢吹胃腸科内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区南本町2-3-8 201

くでこどもクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区白幡4丁目21-7

池田医院 11_埼玉県 さいたま市南区文蔵1-20-17

医療法人社団治心会 つのだ内科糖尿病

クリニック
11_埼玉県 さいたま市南区文蔵2-15-3

とびた眼科 11_埼玉県 さいたま市南区文蔵2-5-19 太田ビル102

ユニットワン クリニック 11_埼玉県
さいたま市南区文蔵3-11-3 ユニット・ワン 

ビル2F

西部総合病院・健診センター・南部厚

生病院
11_埼玉県 さいたま市南区別所2-31-1

医療法人明医研 デュエット内科クリ

ニック
11_埼玉県 さいたま市南区別所6-18-8

ファーストタワー眼科 11_埼玉県
さいたま市南区別所7-2-1 メディカルセン

ター1F

テディベアクリニック 11_埼玉県 さいたま市南区別所7-2-1-101D

ただともひろ胃腸科肛門科 11_埼玉県 さいたま市南区別所7-2-1-202

まつもと内科・神経内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市南区別所7-2-1-312

小野整形外科皮膚科 11_埼玉県 さいたま市北区吉野町1-340-3

石塚内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区吉野町1-377-4

つつじヶ丘公園西クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区吉野町2-189-9

さいとう医院 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町1-213-1

医療法人秀瑩会 木野産婦人科 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町1-331-1

羽石耳鼻咽喉科 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町1-408

かものみやピッコロクリニック 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町1-435

JCHOさいたま北部医療センター 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町1丁目851番

高橋クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町2-22-12

鈴木医院 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町2-24-1
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松沢医院 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町2-36-1

宮原眼科医院 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町3-400-1

藤井内科医院 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町4-108-1

関口デンタルオフィス 11_埼玉県 さいたま市北区宮原町4-134-24

小杉ファミリークリニック 11_埼玉県 さいたま市北区今羽町26

医療法人 千秋会 里村医院 11_埼玉県 さいたま市北区植竹町1-157

むらのひがしクリニック 11_埼玉県 さいたま市北区大成町4丁目318-3

田中内科小児科医院 11_埼玉県 さいたま市北区土呂町1-23-4

蓮見ペインクリニック医院 11_埼玉県 さいたま市北区土呂町1-47-14

なかむら耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県
さいたま市北区土呂町2-12-20 コスモスクエ

ア3階

医療法人 緑潤会 小池内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区土呂町2-23-6

大宮中央総合病院 11_埼玉県 さいたま市北区東大成町1-227

一般社団法人 大宮医師会(大宮医師会

メディカルセンター)
11_埼玉県 さいたま市北区東大成町2-107

大宮医師会メディカルセンター 11_埼玉県 さいたま市北区東大成町2-107

松本医院 11_埼玉県 さいたま市北区奈良町162-8

大原眼科 11_埼玉県 さいたま市北区日進町2-753-2

耳鼻咽喉科 金子クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区日進町2-776-1

七夕通りクリニック 11_埼玉県 さいたま市北区日進町2-853-2

おかもと耳鼻咽喉科 11_埼玉県 さいたま市北区日進町2-925-1 KTDビル3階

医療法人はすみ耳鼻咽喉科 11_埼玉県 さいたま市北区本郷町143-2

細井クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区本郷町152

医療法人 桜樹会 大島クリニック 11_埼玉県 さいたま市北区本郷町559

関根内科医院 11_埼玉県 さいたま市緑区原山1-12-16

医療法人彩 らびっとクリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区三室1209-10

さいたま市立病院 11_埼玉県 さいたま市緑区三室2450番地

そら内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区三室950-1

医療法人明医研 ハーモニークリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区松木3-16-6

関山医院 11_埼玉県 さいたま市緑区上野田71

川久保眼科 11_埼玉県 さいたま市緑区太田窪3-8-3

しもむら内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区東浦和4-8-2

はやしクリニック 11_埼玉県
さいたま市緑区東浦和5-10-2 センターシティ

東浦和2階

(医)舟田クリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区東浦和5-13-2

医療法人社団弘象会 東和病院 11_埼玉県 さいたま市緑区東浦和7-6-1

こうけつ内科胃腸内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区東浦和9-17-14

青空ひだまり内科クリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区美園4-18-8
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医療法人社団白報会 メディカルクリ

ニックドクターランド
11_埼玉県

さいたま市緑区美園5-50-1 イオンモール浦和

美園1階

ほしあい眼科 11_埼玉県 さいたま市緑区美園6-9-10

医療法人片山会 かたやまクリニック 11_埼玉県 さいたま市緑区美園五丁目43番地15

医療法人社団 敬悠会 菅野病院 11_埼玉県 坂戸市関間1-1-17

レン・ファミリークリニック 11_埼玉県 草加市新善町373

医療法人 仁栄会 所沢緑ヶ丘病院 11_埼玉県 所沢市狭山ケ丘1-3009

所沢ハートセンター付属しんとこ駅前

クリニック
11_埼玉県 所沢市緑町1-4-1 デュオヒルズ新所沢駅前101

深谷整形外科医院 11_埼玉県 深谷市宿根245-1

医療法人弘医会 上柴メンタルクリニッ

ク
11_埼玉県 深谷市上柴町西2-14-43

岸内科クリニック 11_埼玉県 ふじみ野市うれし野1-6-6

医療生協さいたま 大井協同診療所 11_埼玉県 ふじみ野市ふじみ野1-1-15

松澤クリニック 11_埼玉県 ふじみ野市ふじみ野3-9-20

医療法人 順桜会 さくらクリニック 11_埼玉県 ふじみ野市亀久保1-1-16 ウエストビル

富家病院 11_埼玉県 ふじみ野市亀久保2197

ふじみ野腎クリニック 11_埼玉県 ふじみ野市駒林元町3-5-3

山田こどもクリニック 11_埼玉県 ふじみ野市上福岡1-5-28 2階

上福岡くろだ内科クリニック 11_埼玉県 ふじみ野市上福岡1-7-5

大熊医院 11_埼玉県 ふじみ野市上福岡3-1-17

山田整形外科医院 11_埼玉県 ふじみ野市上福岡5-1-23

なかの小児科クリニック 11_埼玉県 ふじみ野市上福岡6-4-3

杉下内科 11_埼玉県 ふじみ野市清見3-1-22

石川医院 11_埼玉県 ふじみ野市西2-1-11

小林胃腸科外科医院 11_埼玉県 ふじみ野市大井1186-1

立麻医院 11_埼玉県 ふじみ野市大井中央4-11-14

鶴ケ岡医院 11_埼玉県 ふじみ野市鶴ケ岡3-6-11

⾧沢外科胃腸科 11_埼玉県 ふじみ野市苗間573-3

めぐみ眼科 11_埼玉県
ふじみ野市福岡2-1-6 イオンタウンふじみ野

3F

あんどこどもクリニック 11_埼玉県
ふじみ野市福岡2-1-6 イオンタウンふじみ野

3F

安藤医院 11_埼玉県 ふじみ野市福岡中央1-7-17

叶澤医院 11_埼玉県 ふじみ野市緑ヶ丘2-11-1

医療法人三光会 そのべ病院 11_埼玉県 本庄市千代田3-4-2

みさと耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 三郷市戸ヶ崎二丁目2-41-1

医療法人白水会 栗原眼科病院 11_埼玉県 羽生市下岩瀬289

医療法人至信会 池沢神経科病院 11_埼玉県 羽生市下新郷551
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今成医院 11_埼玉県 羽生市下川崎818

医療法人 萩原医院 11_埼玉県 羽生市西4-1-6

よしだ耳鼻咽喉科 11_埼玉県 羽生市東5-17-27 ASUKAビル3階

新井整形外科 11_埼玉県 羽生市藤井上組1009

越谷駅前眼科 11_埼玉県 越谷市越ケ谷1-3-8-4階

桃木診療所 11_埼玉県 越谷市越ケ谷本町6-6

花田内科クリニック 11_埼玉県 越谷市花田1-21-7

医療法人 健身会 11_埼玉県 越谷市七左町1-304-1

しらこばと子供クリニック 11_埼玉県 越谷市千間台西1-9-17

あおき整形外科 11_埼玉県 越谷市千間台東1-4-1

医療法人社団仁心会 越谷ハートフルク

リニック
11_埼玉県 越谷市川柳町三丁目50番地1

埼友クリニック 11_埼玉県 越谷市相模町3-217-1

中村医院 11_埼玉県 越谷市大成町2-113

井上耳鼻咽喉科 11_埼玉県 越谷市大沢3-9-24

多田小児科クリニック 11_埼玉県 越谷市東越谷6-23-13

やまぐち内科クリニック 11_埼玉県 越谷市東越谷9-32-7

清松クリニック 11_埼玉県 越谷市南越谷1-16-1 布武プラザ越谷ビル2階

南越谷メンタルクリニック 11_埼玉県 越谷市南越谷4-13-12 2F

吉田耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県 越谷市南越谷4-16-6

渡辺クリニック 11_埼玉県 越谷市南町2-12-4

リハビリテーション天草病院 11_埼玉県 越谷市平方343-1

医療法人社団 温和会  石川医院 11_埼玉県 越谷市北越谷2-20-11

桶川日出谷診療所 11_埼玉県 桶川市下日出谷西3-3-4

医療法人 大野整形外科 11_埼玉県 桶川市坂田1514

いけだファミリークリニック桶川 11_埼玉県 桶川市坂田東2-3-1 フレスポ桶川

豊田医院 11_埼玉県 桶川市坂田東3-26-13

医)K.N.C桶川K.Nクリニック 11_埼玉県 桶川市若宮1-1-7 桶川駅前メディカルビル2階

桶川駅前こどもクリニック 11_埼玉県 桶川市若宮1-1-7 桶川駅前メディカルビル3F

医療法人財団 聖蹟会 アベル内科クリ

ニック
11_埼玉県 桶川市若宮1-4-52 埼北SSビル3F

桶川医療クリニック 11_埼玉県 桶川市若宮1-5-2 おけがわマイン4階

医療法人智正会 渡辺医院 11_埼玉県 桶川市若宮1-6-39

原田耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 桶川市若宮1-7-19 パークサイド若宮101

桶川中央クリニック 11_埼玉県 桶川市若宮2-2-22

府川医院 11_埼玉県 桶川市若宮2-3-21
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上日出谷楢原整形外科 11_埼玉県 桶川市上日出谷1167-1

桶川腎クリニック 11_埼玉県 桶川市上日出谷644番1

鈴木内科医院 11_埼玉県 桶川市川田谷5828-1

なかた呼吸器科内科クリニック 11_埼玉県 桶川市倉田字西窪台255-5

朝日内科歯科医院 11_埼玉県 桶川市朝日3-14-10

おかべ耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 桶川市北1-22-9

医療法人社団弘人会 中田病院 11_埼玉県 加須市元町6-8

福島医院 11_埼玉県 加須市常泉13-1

柿崎耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 加須市中央1-7-10

武正医院 11_埼玉県 加須市中樋遣川1745

岡安眼科医院 11_埼玉県 加須市土手2-15-71

おおき内科泌尿器科クリニック 11_埼玉県 加須市南小浜633-1

あだち眼科 11_埼玉県 加須市南大桑1620-1

医療法人 愛應会 騎西病院 11_埼玉県 加須市日出安1313-1

富士見町さくら内科クリニック 11_埼玉県 加須市富士見町14-23

医療法人社団 神沼整形外科医院 11_埼玉県 加須市睦町2-2-21

坂入医院 11_埼玉県 加須市柳生2094-1

(医)磯久クリニック 11_埼玉県 吉川市関226-1

医療法人 仁宮会 たじま眼科・形成外

科
11_埼玉県 吉川市大字平沼940番地2

仁クリニック 11_埼玉県 吉川市保587-1

医療法人 早仁会 久喜メディカルクリ

ニック
11_埼玉県 久喜市下早見1183-1

よしば診療所 11_埼玉県 久喜市吉羽1-28-23

しらさきクリニック 11_埼玉県 久喜市久喜新1180-1

宮本医院 11_埼玉県 久喜市久喜東1-7-40

久喜かわしま眼科 11_埼玉県 久喜市久本寺303-1

浅川医院 11_埼玉県 久喜市栗橋東2-7-18

はしもとクリニック 11_埼玉県 久喜市栗橋東5-30-2

あかりクリニック 11_埼玉県 久喜市古久喜29-1

医療法人社団 宮嶋整形外科 11_埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲4031

重城泌尿器科クリニック 11_埼玉県 久喜市菖蒲町上栢間3168

比企医院 11_埼玉県 久喜市南1-3-3

たかはし耳鼻咽喉科 11_埼玉県
久喜市南栗橋4-14-1 南栗橋シティセンタービ

ル2F

斎藤医院 11_埼玉県 久喜市本町1-8-2

高田医院 11_埼玉県 久喜市鷲宮4-5-30

医療法人社団清心会 至聖病院 11_埼玉県 狭山市下奥富1221
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医療法人社団青葉会 狭山神経内科病院 11_埼玉県 狭山市加佐志65

社会医療法人 入間川病院 11_埼玉県 狭山市祇園17-2

医療法人社団 広博会 遠藤医院 11_埼玉県 狭山市狭山21-44

医療法人社団グロリア会 前田病院 11_埼玉県 狭山市広瀬東3-14-3

医療法人社団昭亜会 屋良医院 11_埼玉県 狭山市笹井2574-1

新狭山セントラルクリニック 11_埼玉県 狭山市新狭山2-1-1

櫻澤医院 11_埼玉県 狭山市新狭山3-11-10

医療法人 狭山ヶ丘病院 11_埼玉県 狭山市水野1026

広沢内科クリニック 11_埼玉県 狭山市水野550-1

さやま耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県 狭山市中央3-3-25 サンパレス1階

あずまリウマチ・内科クリニック 11_埼玉県 狭山市入間川1-3-2 スカイテラス 3F

狭山市駅前 よしもと耳鼻咽喉科 11_埼玉県 狭山市入間川1-3-2 スカイテラス3F 301A

小児科林医院 11_埼玉県 狭山市入間川2-5-7-101

社会医療法人財団石心会 さやま総合ク

リニック
11_埼玉県 狭山市入間川4-15-25

狭山台胃腸科外科 11_埼玉県 狭山市入間川下向沢1164-1

狭山中央病院 11_埼玉県 狭山市富士見2-19-35

ともえクリニック 11_埼玉県 狭山市北入曽457-3

小林クリニック 11_埼玉県 熊谷市河原町2-5

くぼじまクリニック 11_埼玉県 熊谷市久保島1,785番地2

せき内科医院 / SEKI Healthcare 

Partners
11_埼玉県 熊谷市宮前町2-133-1

三輪医院 11_埼玉県 熊谷市宮町1-155-1

たかの眼科 11_埼玉県 熊谷市宮町2-1

医)医真会 松井医院 11_埼玉県 熊谷市宮町2丁目60番地

千島内科クリニック 11_埼玉県 熊谷市玉井314-3

小林整形外科 11_埼玉県 熊谷市玉井南1-49-2

石丸医院 11_埼玉県 熊谷市玉井南1-8

ねごろクリニック 11_埼玉県 熊谷市銀座5-6-13

新島整形外科 11_埼玉県 熊谷市原島1-1

酒巻クリニック 11_埼玉県 熊谷市原島555番地

医療法人 木村整形外科 11_埼玉県 熊谷市原島689-4

池田内科眼科クリニック 11_埼玉県 熊谷市原島935-1

かくたクリニック 11_埼玉県 熊谷市佐谷田1541-1

松本医院 11_埼玉県 熊谷市妻沼1501-4

こばやし小児科 11_埼玉県 熊谷市妻沼中央15-1

中島クリニック 11_埼玉県 熊谷市妻沼東5-50

正田整形外科クリニック 11_埼玉県 熊谷市桜木町1-71
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正田眼科クリニック 11_埼玉県 熊谷市桜木町1-71

ティーエムクリニック 11_埼玉県 熊谷市三ヶ尻48

岡田医院 11_埼玉県 熊谷市拾六間273

ベルこどもクリニック 11_埼玉県 熊谷市拾六間755-31

さいとう小児科医院 11_埼玉県 熊谷市拾六間788-34

小澤整形外科医院 11_埼玉県 熊谷市上之3499

まつもと耳鼻咽喉科 11_埼玉県 熊谷市上之748番池3

柴﨑外科循環器科医院 11_埼玉県 熊谷市新堀新田527-7

松本医院 11_埼玉県 熊谷市成沢887-3

熊谷ペインクリニック 11_埼玉県 熊谷市太井1640-1

たばたキッズクリニック 11_埼玉県 熊谷市太井1640-4

医療法人社団悠之会 ゆうあい内科・脳

神経クリニック
11_埼玉県 熊谷市太井1685-1

医療法人啓清会 関東脳神経外科病院 11_埼玉県 熊谷市代1120

山本内科胃腸科医院 11_埼玉県 熊谷市大原1-1-33

しぶや医院 11_埼玉県 熊谷市大原2-7-10

くまがやクリニック 11_埼玉県 熊谷市大原3-6-3

医療法人いのクリニック 11_埼玉県 熊谷市箱田1-12-24

石川クリニック 11_埼玉県 熊谷市肥塚1154-3

平田クリニック 11_埼玉県 熊谷市肥塚4-205

秋浜医院 11_埼玉県 熊谷市別府3-170

志村医院 11_埼玉県 熊谷市本石1-218

⾧又医院 11_埼玉県 熊谷市本石2-240

荻野耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 熊谷市本町2-137

医療法人藤和会 藤間病院 11_埼玉県 熊谷市末広2-137

熊谷神経クリニック 11_埼玉県 熊谷市万平町1-13

石川医院 11_埼玉県 熊谷市弥生一丁目50番地

健康スポーツクリニック 11_埼玉県 熊谷市弥藤吾122-1

まつだ整形外科クリニック 11_埼玉県 熊谷市弥藤吾180-1

はやふねクリニック 11_埼玉県 戸田市下戸田1-1-5

杉田耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 戸田市下前1-9-22

とだこどもクリニック 11_埼玉県 戸田市下前1-9-22 トンボプラザ2階

とだ小林医院 11_埼玉県 戸田市喜沢1-27-10

梅田クリニック 11_埼玉県 戸田市笹目4-18-11

医療法人慈公会 公平病院 11_埼玉県 戸田市笹目南町20番16号

くらんど整形外科 11_埼玉県 戸田市笹目南町33-2

北町クリニック 11_埼玉県 戸田市笹目北町5-10

桐山クリニック 11_埼玉県 戸田市上戸田3-12-7

大島内科クリニック 11_埼玉県 戸田市上戸田2-1-15
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戸田中央産院 11_埼玉県 戸田市上戸田2-26-3

医療法人社団東光会 戸田中央 総合健

康管理センター
11_埼玉県 戸田市上戸田2丁目32番20号

篠医院 11_埼玉県 戸田市上戸田5-14-7

戸田の杜クリニック 11_埼玉県 戸田市上戸田5-1 グリーンフォレスト戸田1階

かずまこどもクリニック 11_埼玉県 戸田市上戸田84-2

医療法人 勇誠会 こうゆうクリニック 11_埼玉県 戸田市新曽1935

北戸田ナノ整形外科クリニック 11_埼玉県 戸田市新曽1991 リノリーゾ2階

北戸田ハートクリニック 11_埼玉県 戸田市新曽1991 リノリーゾ2階202

北戸田駅前みとおか眼科 11_埼玉県
戸田市新曽2220-1 北戸田ファーストゲートタ

ワー2F

医療法人社団仁季会 歌田乳腺・胃腸ク

リニック
11_埼玉県 戸田市新曽2235 ライフコート2F

戸田耳鼻咽喉科 11_埼玉県 戸田市新曽2235 ライフコート2階

河野内科医院 11_埼玉県 戸田市新曽2492-1

たかはし耳鼻咽喉科 11_埼玉県 戸田市新曽523 MOTOHASHI2001ビル1階

T-FRONTE消化器内科・外科クリニッ

ク
11_埼玉県 戸田市新曽662

医療法人社団紀夢会 戸田駅前T-

FRONTE大島眼科
11_埼玉県 戸田市新曽662 T-FRONTE3階

石毛小児科 11_埼玉県 戸田市新曽759

医療法人社団 鈴徳 戸田ごとう眼科 11_埼玉県 戸田市新曽796

戸田ファミリア耳鼻咽喉科 11_埼玉県 戸田市新曽796 ユアースポーツ戸田1階

沖永整形外科 11_埼玉県 戸田市新曽896-1 レクセル戸田

内科クリニック松原 11_埼玉県 戸田市新曽969-1

医療法人髙仁会 戸田病院 11_埼玉県 戸田市新曽南3-4-25

戸田中央リハビリテーション病院 11_埼玉県 戸田市新曽南4-1-29

医療法人翔誠会ふくだ内科 11_埼玉県 戸田市川岸2-7-30

とだ眼科 11_埼玉県 戸田市中町1-15-47

宮澤医院 11_埼玉県 戸田市中町2-11-8

戸田市立市民医療センター 11_埼玉県 戸田市美女木4-20-1

医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 11_埼玉県 戸田市本町1-19-3

戸田中央リハクリニック 11_埼玉県 戸田市本町1-24-7

本町こどもクリニック 11_埼玉県 戸田市本町3-5-4

戸田公園駅前眼科医院 11_埼玉県 戸田市本町4-14-24 ダイヤモンドビルⅡ

戸田公園いとう耳鼻咽喉科 11_埼玉県 戸田市本町4-16-10

永尾醫院 11_埼玉県 戸田市本町4-2-1
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わかくさこどもクリニック 11_埼玉県
戸田市本町5丁目12-36 エトワール戸田公園1

階

戸田中央腎クリニック 11_埼玉県 戸田市本町四丁目13番20号

さくら整形外科 11_埼玉県 幸手市上高野250-6

高梨クリニック 11_埼玉県 幸手市大字下川崎33番地1

堀中病院 11_埼玉県 幸手市東3-1-5

(医)行仁会 加藤内科医院 11_埼玉県 行田市旭町3-2

医療法人基信会  池畑クリニック 11_埼玉県 行田市宮本16-1

社会医療法人壮幸会 行田総合病院 11_埼玉県 行田市持田376

社会医療法人壮幸会 行田総合病院附属

行田クリニック
11_埼玉県 行田市持田395番地1

さかつめ内科医院 11_埼玉県 行田市城西1-6-22

医療法人社団桜会 坂本眼科 11_埼玉県 行田市⾧野1263-5

松原医院 11_埼玉県 行田市⾧野1-31-10

野口産婦人科 11_埼玉県 行田市天満7-20

なすクリニック 11_埼玉県 行田市忍2-19-1 清水ビル1F

医)清幸会 行田中央総合病院 11_埼玉県 行田市富士見町2-17-17

鴻北クリニック 11_埼玉県 鴻巣市愛の町441 丸和MCビル2階

医療法人鴻生会 小室クリニック 11_埼玉県 鴻巣市加美1-3-48

医療法人社団 わたまクリニック 11_埼玉県 鴻巣市加美1-6-46

医療法人 坪山整形外科 11_埼玉県 鴻巣市鎌塚520-1

相原医院 11_埼玉県 鴻巣市関新田190-1

医療法人 宮坂医院 11_埼玉県 鴻巣市屈巣3843

医療法人社団鴻飛会 鴻巣外科胃腸科 11_埼玉県 鴻巣市鴻巣1195-1

山田ハートクリニック 11_埼玉県 鴻巣市鴻巣325-2

ひまわりこどもクリニック 11_埼玉県
鴻巣市人形4丁目6-25 人形町メディカルビル2

階

医療法人和幸会 おおさきクリニック 11_埼玉県 鴻巣市吹上富士見1-542-2

村越外科・胃腸科・肛門科 11_埼玉県 鴻巣市吹上本町1-4-13

昭和クリニック 11_埼玉県 鴻巣市吹上本町4-10-9

赤見台整形外科・内科クリニック 11_埼玉県 鴻巣市赤見台4-23-7

医療法人社団澤仁会 鴻巣第一クリニッ

ク
11_埼玉県 鴻巣市大間776-1

清水こども医院 11_埼玉県 鴻巣市滝馬室943-2

医療法人社団 平野産婦人科医院 11_埼玉県 鴻巣市筑波2-7-1

埼玉県済生会鴻巣病院 11_埼玉県 鴻巣市八幡田849

あおばクリニック 11_埼玉県 鴻巣市本宮町1-6

医療法人 仁科整形外科 11_埼玉県 鴻巣市本町1-1-3
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埼玉県済生会 なでしこメンタルクリ

ニック
11_埼玉県 鴻巣市本町1-1-3 エルミこうのす4階

鴻巣駅みぞぐち眼科 11_埼玉県 鴻巣市本町1-1-3 エルミ鴻巣3F

サンビレッジクリニック鴻巣 11_埼玉県 鴻巣市本町3-5-21

医療法人社団 山口内科クリニック 11_埼玉県 鴻巣市本町4-1-11

慈心会 中村医院 11_埼玉県 鴻巣市本町4丁目7番19号

河野小児科医院 11_埼玉県 鴻巣市本町5-5-27

明海大学歯学部付属明海大学病院 11_埼玉県 坂戸市けやき台1番1号

若葉病院 11_埼玉県 坂戸市戸宮609

若葉クリニック 11_埼玉県 坂戸市紺屋403

松野記念クリニック 11_埼玉県 坂戸市上吉田639

脳神経外科ブレインピア坂戸西 11_埼玉県 坂戸市新堀279-1

藤井小児科医院 11_埼玉県 坂戸市千代田4-14-12

善能寺クリニック 11_埼玉県 坂戸市善能寺232-1

シャロームにっさい医院 11_埼玉県 坂戸市大字北峰306番地

伊利医院 11_埼玉県 坂戸市竹之内199

小川産婦人科小児科 11_埼玉県 坂戸市南町24-15

坂戸中央病院 11_埼玉県 坂戸市南町30-8

医療法人社団 マウナケア会清水病院 11_埼玉県 坂戸市日の出町1-8

渋谷こどもクリニック 11_埼玉県 坂戸市日の出町6-25 マスヤビルⅢ3F

竹原クリニック 11_埼玉県 坂戸市日の出町6-25 マスヤビルⅢ4F

医療法人社団 爽風会 守屋医院 11_埼玉県 坂戸市日の出町7-29

シャロームにっさい医院 11_埼玉県 坂戸市北峰３０６

原田内科クリニック 11_埼玉県 坂戸市末広町5-1-105

医療法人 凌光会 吉川クリニック 11_埼玉県 坂戸市薬師町1番地

医療法人財団健和会 まちかどひろばク

リニック
11_埼玉県 三郷市戸ケ崎1-568-1

宮川医院 11_埼玉県 三郷市戸ヶ崎2370

みさと耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 三郷市戸ヶ崎2-38-2

医療法人光悦会 いわさわ内科医院 11_埼玉県 三郷市幸房472-1

むらした耳鼻咽喉科 11_埼玉県 三郷市高州1-181-2

医療法人社団 稔誠会 高橋レディース

クリニック
11_埼玉県 三郷市采女1-232

みさと健和団地診療所 11_埼玉県 三郷市采女1-76

新三郷駅前眼科 11_埼玉県 三郷市采女1丁目238-5

医療法人社団英明会 三郷皮膚科医院 11_埼玉県 三郷市早稲田4-7-5

みさとホームケア診療所 11_埼玉県 三郷市鷹野5-555

みさと中央耳鼻咽喉科・アレルギー科 11_埼玉県 三郷市中央1-2-1 ザ・ライオンズ三郷中央102

97 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人社団 高栄会 みさと中央クリ

ニック
11_埼玉県 三郷市中央1-4-13

三郷市医師会立休日診療所 11_埼玉県 三郷市中央2-20-7

三郷中央きむら眼科 11_埼玉県 三郷市中央2-2-4

みさと団地中央診療所 11_埼玉県 三郷市彦成4-4-15-101

幸町クリニック 11_埼玉県 志木市幸町1-5-23 アイビースクエアー1F

たなか整形外科クリニック 11_埼玉県 志木市幸町4-3-18

医療法人社団武蔵野会 TMG宗岡中央

病院
11_埼玉県 志木市上宗岡5-14-50

志木いろは橋クリニック 11_埼玉県 志木市中宗岡5-16-2-2

志木柏町クリニック 11_埼玉県 志木市柏町1-6-74

医療法人社団たで内科クリニック 11_埼玉県 志木市柏町6-29-44 ベルリバー2F

かまた内科クリニック 11_埼玉県 志木市本町4-11-15 第二高橋ビル2階

わかばこどもクリニック 11_埼玉県 志木市本町5-19-15 アドリアフレスカ2階

清河眼科医院 11_埼玉県 志木市本町5-21-62 恵パレス1F

(医)悠友会 志木駅前クリニック 11_埼玉県 志木市本町5-21-63

江原耳鼻咽喉科アレルギー科 志木駅前

院
11_埼玉県 志木市本町5-23-26-101

志木ホームクリニック 11_埼玉県 志木市本町5-24-18-5階

医療法人社団あまり会 志木駅前うちだ

耳鼻科
11_埼玉県 志木市本町5-25-8 ドゥーセットビル2F

中川眼科志木 11_埼玉県 志木市本町5-26-1 マルイファミリー志木7F

医療法人 岩﨑小児科医院 11_埼玉県 志木市本町6-3-9

土尾内科クリニック 11_埼玉県 児玉郡上里町金久保38

(医)宗真会 七本木内科クリニック 11_埼玉県 児玉郡上里町七本木1788-7

大林医院 11_埼玉県 児玉郡上里町七本木3312

吉澤クリニック 11_埼玉県 児玉郡上里町神保原町745-1

関根内科外科医院 11_埼玉県 児玉郡神川町新里221-1

うめだクリニック 11_埼玉県 児玉郡美里町広木970

松浦婦人科専門クリニック 11_埼玉県 春日部市一ノ割1-5-1

つちだクリニック 11_埼玉県 春日部市一ノ割1726

医療法人 松栄会 岩松医院 11_埼玉県 春日部市栄町1-334

武里病院 11_埼玉県 春日部市下大増新田9番地3

医療法人 光仁会 春日部厚生クリニッ

ク
11_埼玉県 春日部市下蛭田125-1

山本内科医院 11_埼玉県 春日部市牛島956-1

杉浦眼科 豊春分院 11_埼玉県 春日部市上蛭田259-2

関根医院 11_埼玉県 春日部市新宿新田226

ファミリークリニックまの 11_埼玉県 春日部市千間1-59-5
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医療法人さくら会 桜井整形外科 11_埼玉県 春日部市増冨96-3

あゆみクリニック 11_埼玉県 春日部市大枝400-4

杉浦眼科 武里分院 11_埼玉県 春日部市大場1367-5

医療法人光仁会 南部厚生病院 11_埼玉県 春日部市大場20番地1

東都春日部病院 11_埼玉県 春日部市大畑652-7

ゆりのき医院 11_埼玉県 春日部市谷原1-16-20

医療生協さいたま生活協同組合 かすか

べ生協診療所
11_埼玉県 春日部市谷原2-4-12

秀和総合病院 11_埼玉県 春日部市谷原新田1200

さだまつ眼科クリニック 11_埼玉県 春日部市谷原新田2213-1

木田内科医院 11_埼玉県 春日部市中央1-11-4

岡田メンタルクリニック 11_埼玉県 春日部市中央1-16-8 コアエムビル2A

杉浦眼科 11_埼玉県 春日部市中央1-50-6

ふじクリニック 11_埼玉県 春日部市中央1-8-13

春日部ヒフ科医院 11_埼玉県 春日部市中央3-11-15

川瀬クリニック 11_埼玉県 春日部市中央5-5-6

春日部市立医療センター 11_埼玉県 春日部市中央六丁目7番地1

医療法人瞭昌会 松村医院 11_埼玉県 春日部市藤塚2171-6

済生会 内牧クリニック 11_埼玉県 春日部市内牧3146

医療法人忠恕春日部在宅診療所ウエル

ネス
11_埼玉県 春日部市内牧3701-1 エミナース春日部1階

八木崎診療所 11_埼玉県 春日部市粕壁6973-1

大川医院 11_埼玉県 春日部市備後西3-1-5

春日部中央総合病院 11_埼玉県 春日部市緑町5-9-4

春日部厚生病院 11_埼玉県 春日部市緑町6-11-48

矢島整形外科 11_埼玉県 所沢市くすのき台1-12-10

平沢スリープメンタルクリニック 11_埼玉県 所沢市くすのき台1丁目10-10 TOSHIビル2階

医療法人社団 はちす診療所 11_埼玉県 所沢市くすのき台2-1-5

デルタクリニック 11_埼玉県 所沢市くすのき台2-5-1 サンウインズビル3階

医療法人社団 和風会 所沢中央病院 11_埼玉県 所沢市くすのき台3-18-1

医療法人社団 医心会 こぶしクリニッ

ク
11_埼玉県 所沢市こぶし町1-17-101

医療法人社団 秀英会 所沢第一病院 11_埼玉県 所沢市下安松1559-1

航空公園西口内科 11_埼玉県 所沢市喜多町4-8

医療法人 正文会 航空公園クリニック 11_埼玉県
所沢市喜多町5番13号 パークサイドビル2・3

階

医療法人 徳島内科クリニック 11_埼玉県 所沢市久米1569-1
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所沢耳鼻咽喉科 11_埼玉県 所沢市久米550-7

かがやきクリニック 11_埼玉県 所沢市久米593-8

所沢診療所 11_埼玉県 所沢市宮本町2-23-34

さけみ眼科 11_埼玉県 所沢市狭山ヶ丘1-2294-5

医療法人陽育会 やまもとキッズクリ

ニック
11_埼玉県 所沢市三ヶ島4-2286-11

医療法人信和会 三ヶ島病院 11_埼玉県 所沢市三ヶ島5-1970

ながさわ内科 11_埼玉県 所沢市小手指元町 2-29-21

やまさき内科クリニック 11_埼玉県 所沢市小手指町1-11-4-3F

医療法人社団皆誠会 はらこどもクリ

ニック
11_埼玉県 所沢市小手指町2-1379

所沢武蔵野クリニック 11_埼玉県 所沢市松葉町16-13 祥鈴ビル5階

町田整形外科医院 11_埼玉県 所沢市松葉町4‐22

マツバクリニック 11_埼玉県 所沢市松葉町8-7

村田医院 11_埼玉県 所沢市上安松538-7

上新井さとうクリニック 11_埼玉県 所沢市上新井1-26-1

所沢ハートセンター 11_埼玉県 所沢市上新井2-61-11

医療法人社団 東光会 東所沢病院 11_埼玉県 所沢市城435-1

医療法人清和会 新所沢清和病院 11_埼玉県 所沢市神米金141-3

星の宮クリニック 11_埼玉県 所沢市星の宮1-3-29

高橋眼科医院 11_埼玉県 所沢市西所沢1ー19ー16

医療法人社団 和風会 所沢リハビリ

テーション病院
11_埼玉県 所沢市中富1016

おうえんポリクリニック 11_埼玉県 所沢市中富1037-1

西島消化器・内科クリニック 11_埼玉県 所沢市東狭山ケ丘1-27-20

中山内科医院 11_埼玉県 所沢市東狭山ケ丘3-713-36

社会医療法人 至仁会 圏央所沢病院 11_埼玉県 所沢市東狭山ケ丘4丁目2692番地1

医凰会 並木病院 11_埼玉県 所沢市東狭山ケ丘5-2753

陽だまりの丘クリニック 11_埼玉県 所沢市東狭山ケ丘Ⅰ-39-5

中山内科医院 11_埼玉県 所沢市東狭山ケ丘三の七一三の三六

医療法人 伊藤内科 11_埼玉県 所沢市東住吉2-4

東所沢眼科 11_埼玉県 所沢市東所沢1-3-7

やましろ内科クリニック 11_埼玉県 所沢市東所沢和田2-4-20

平岡眼科医院 11_埼玉県 所沢市東町11-1-207 グラシスタワー所沢

みかみこどもクリニック 11_埼玉県 所沢市南住吉21-12

防衛医科大学校病院 11_埼玉県 所沢市並木3-2

国立障害者リハビリテーションセン

ター病院
11_埼玉県 所沢市並木4丁目1番地

賀古整形外科 11_埼玉県 所沢市北秋津124-1
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医療法人啓仁会 所沢ロイヤル病院 11_埼玉県 所沢市北野3-1-11

老健「所沢ロイヤルの丘」 11_埼玉県 所沢市北野3丁目1-16

新所沢クローバー小児科 11_埼玉県 所沢市緑町1-1-4巴ビル2D

ひろせクリニック 11_埼玉県 所沢市緑町2丁目14-7

あだち内科クリニック 11_埼玉県 所沢市緑町3-16-4

永晃会 木戸クリニック 11_埼玉県 所沢市緑町4-15-27

上尾かみクリニック 11_埼玉県 上尾市上848-7

医療法人社団 福島医院 11_埼玉県 上尾市愛宕2-18-25

上尾キッズクリニック 11_埼玉県 上尾市壱丁目466-4

中島ヒフ科クリニック 11_埼玉県 上尾市宮本町3-2-209 A-GEOタウン2階

上尾メディカルクリニック 11_埼玉県 上尾市原市3133番地

北上尾すこやかクリニック 11_埼玉県 上尾市原新町15-14 小林ビル2階

ホワイト歯科 11_埼玉県 上尾市原新町19-4 エステート北上尾101

かすが耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 上尾市春日1-36-35

あげお在宅医療クリニック 11_埼玉県 上尾市上20-8

麻生デンタルクリニック 11_埼玉県 上尾市上824-3

愛仁クリニック 11_埼玉県 上尾市上町108-11

上尾眼科 11_埼玉県 上尾市上町1-1-15 市川ビル2F

上尾メンタルクリニック 11_埼玉県 上尾市上町1-1-15 市川ビル6階

上尾胃腸科外科医院 11_埼玉県 上尾市上町2-13-3

医療法人ピオス会 幹クリニック 11_埼玉県 上尾市上平中央1-19-10

医療法人東医研 松沢医院 11_埼玉県 上尾市西宮下4-335-1

村田内科胃腸科医院 11_埼玉県 上尾市浅間台4-3-6

かとう泌尿器科クリニック 11_埼玉県 上尾市中分1-27-9

上尾ふじなみ診療所 11_埼玉県 上尾市藤波3丁目303番2号

上尾ふれあいクリニック 11_埼玉県 上尾市平方4277-5

海江田医院 11_埼玉県 新座市新堀3-11-11

さとうこどもクリニック 11_埼玉県 新座市大和田5-15-2

せおクリニック 11_埼玉県 新座市東2-4-31

医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総

合病院
11_埼玉県 新座市東北1-7-2

永弘クリニック 11_埼玉県 新座市東北2-18-19

志木南口クリニック 11_埼玉県 新座市東北2-30-15 2F

昭仁会 北野病院 11_埼玉県 新座市北野2-14-8

三須耳鼻咽喉科 11_埼玉県 新座市北野3-18-15

いしもと脳神経外科・内科 11_埼玉県 新座市北野3-18-16

志木小児科アレルギー科クリニック 11_埼玉県 新座市北野3丁目18番15号

静風荘病院 11_埼玉県 新座市堀ノ内1-9-28

社会医療法人社団 堀ノ内病院 11_埼玉県 新座市堀ノ内2-9-31
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新座病院 11_埼玉県 新座市堀ノ内3-14-30

たきやま小児クリニック 11_埼玉県 新座市野火止4-1-25

新座西山内科眼科クリニック 11_埼玉県 新座市野火止5-1-38

新座駅前耳鼻咽喉科 11_埼玉県 新座市野火止5-2-35 2階

きたざわこどもクリニック 11_埼玉県 新座市野火止5-2-35-2FA号

新座西山内科眼科クリニック 11_埼玉県 新座市野火止5丁目1-38

髙田整形外科病院 11_埼玉県 新座市野火止6-5-20

新井整形外科 11_埼玉県 深谷市萱場316-1

緒方医院 11_埼玉県 深谷市血洗島182-1

医療法人 葵 深谷中央病院 11_埼玉県 深谷市原郷500

深谷寄居医師会休日診療所こども夜間

診療所
11_埼玉県 深谷市国済寺319-3

あさみ医院 11_埼玉県 深谷市黒田340-1

ふかやクリニック 11_埼玉県 深谷市宿根245-1

医療法人岳洋会 彩花クリニック 11_埼玉県 深谷市小前田2533-1

いいづかクリニック 11_埼玉県 深谷市上柴町西2-14-14

上柴クリニック 11_埼玉県 深谷市上野台2321-2

井上こどもクリニック 11_埼玉県 深谷市上野台2456-7

風間医院 11_埼玉県 深谷市深谷町7-56

あねとす病院 11_埼玉県 深谷市人見1975番地

医療法人社団 優慈会 佐々木病院 11_埼玉県 深谷市西島町2-16-1

岩崎医院 11_埼玉県 深谷市東方3688-5

内田ハートクリニック 11_埼玉県 深谷市東方町2-15-6

佐藤外科胃腸科内科医院 11_埼玉県 深谷市内ケ島803

プラーナクリニック 11_埼玉県 深谷市柏合144-2

清水クリニック 11_埼玉県 深谷市畠山1709

水越医院 11_埼玉県 深谷市普済寺1116-11

川本メディカルクリニック 11_埼玉県 深谷市武川128

旭町耳鼻咽喉科診療所 11_埼玉県 川越市旭町2ー7ー14

熊谷クリニック 11_埼玉県 川越市旭町2-8-3

新河岸腎クリニック 11_埼玉県 川越市下新河岸39-1

医療法人社団 哺育会 笠幡病院 11_埼玉県 川越市笠幡4955番地1

医療法人社団 誠弘会 池袋病院 11_埼玉県 川越市笠幡7324-6

医療法人 元山クリニック 11_埼玉県 川越市笠幡79-1

医療法人聖心会 南古谷病院 11_埼玉県 川越市久下戸110番地

田中医院 11_埼玉県 川越市宮下町1-2-12

もろ小児科医院 11_埼玉県 川越市宮元町76-31

たかはしファミリークリニック 11_埼玉県 川越市月吉町24-1

田口医院 11_埼玉県 川越市元町2-4-7
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石井クリニック 11_埼玉県 川越市今福467-3

萩原眼科医院 11_埼玉県 川越市砂新田57

医療法人社団松鴻会 川越整形外科内科

医院
11_埼玉県 川越市三光町2-4

医療法人 永倉耳鼻咽喉科 11_埼玉県 川越市新宿町1-4-17

川越南腎クリニック 11_埼玉県 川越市新宿町3-8-7

川越同仁会病院 11_埼玉県 川越市新宿町4-7-5

広沢医院 11_埼玉県 川越市新富町1-6-3

医療法人 埼玉病院 11_埼玉県 川越市西小仙波町1-8-3

医療法人眞栄会 川鶴プラザクリニック 11_埼玉県 川越市川鶴2-11-1

医療法人社団 関心会 関本記念病院 11_埼玉県 川越市中台1-8-6

医療法人 和心会クリニック 11_埼玉県 川越市的場826-1

さい眼科医院 11_埼玉県 川越市天沼新田340-6

傍島外科 11_埼玉県 川越市藤間937-3

杉本内科クリニック 11_埼玉県 川越市南台2-13-7 21Bldg. 2F

川越大東医院 11_埼玉県 川越市南大塚2-10-2

ちあきメディカルクリニック 11_埼玉県 川越市南通町2-3 小野沢ビル2階

浅野内科クリニック 11_埼玉県 川越市氷川町135-1

医療法人 朋壮会 南古谷クリニック 11_埼玉県 川越市並木606-1

医療法人 山口病院 11_埼玉県 川越市脇田町16-13

川越ひまわり眼科 11_埼玉県 川越市脇田町3-5 MAYAビル5階

川越ブレストクリニック 11_埼玉県 川越市脇田本町1-5 川越ウエストビル5階

社会医療法人社団尚篤会 赤心堂総合健

診クリニック
11_埼玉県 川越市脇田本町21-1

医療法人社団彩葉会 安行メディカルク

リニック
11_埼玉県 川口市安行藤八418

ひらいし眼科 11_埼玉県
川口市安行領根岸3180番地 イオンモール川口 

3F

鹿島診療所 11_埼玉県 川口市安行領根岸904-1

建祐会 こんどう内科 11_埼玉県 川口市栄町1-12-21-205

はなまるクリニック 11_埼玉県
川口市戸塚1-5-30 島根東川口クリニックビル

1-1

まの内科胃腸科クリニック 11_埼玉県 川口市戸塚東4-26-30

川口パークタワークリニック 11_埼玉県 川口市幸町1-7-1 2階

菊池診療所 11_埼玉県 川口市幸町1-8-19

渋谷医院 11_埼玉県 川口市坂下町2-2-16-2階

医療法人健正会 須田医院 11_埼玉県 川口市坂下町4-7-4

鳩ヶ谷第一クリニック 11_埼玉県 川口市三ツ和1-9-27

103 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

増渕ファミリークリニック 11_埼玉県 川口市芝3-16-20

さとう眼科医院 11_埼玉県 川口市芝4-5-30

医療法人社団 永井医院 11_埼玉県 川口市芝5-15-20

山際眼科医院 11_埼玉県 川口市芝下2-22-12

益子整形外科 11_埼玉県 川口市芝高木1-6-24

国松医院 11_埼玉県 川口市芝新町10-5

医療法人一門会 蕨中央医院 11_埼玉県 川口市芝新町4-7

芝西医院 11_埼玉県 川口市芝西2-27-16 SSビル1A

医療法人久恩会 下条医院 11_埼玉県 川口市芝中田1-30-8

千鈴会 新井整形外科 11_埼玉県 川口市芝樋ノ爪1-6-27

小谷場クリニック 11_埼玉県 川口市小谷場410-1

ひろ小児科ファミリークリニック 11_埼玉県 川口市上青木3-3-1

埼玉あきみつクリニック 11_埼玉県 川口市上青木3-3-25

上青木もりクリニック 11_埼玉県 川口市上青木6-14-10

いしい内科クリニック 11_埼玉県 川口市上青木6-2-19

氷室医院 11_埼玉県 川口市榛松2-6-8

きむら内科外科クリニック 11_埼玉県 川口市西青木1-21-19

寿康会病院 11_埼玉県 川口市西青木2-15-10

済生会川口総合病院 11_埼玉県 川口市西川口5-11-5

医療法人髙仁会 川口病院 11_埼玉県 川口市西川口6-17-34

つちやこどもクリニック 11_埼玉県 川口市西川口6-2-32

医療法人新青会 川口工業病院 乳腺外

科診療所
11_埼玉県 川口市青木1-18-21 ブランズ川口元郷1・2F

さとうレディースクリニック 11_埼玉県 川口市青木1-5-25

おおはま糖尿病・腎クリニック 11_埼玉県 川口市川口2-8-19 伊東ビル3F

篠田耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県
川口市川口4-2-36-1F コスモ川口ステーショ

ンフロント

医療法人健寿会 北條胃腸科外科 11_埼玉県 川口市川口6-9-48

路川内科医院 11_埼玉県 川口市前上町32-31

武井眼科医院 11_埼玉県 川口市前川1-1-11-2029

かわぐち心臓呼吸器病院 11_埼玉県 川口市前川1-1-51

リハビリテーションクリニック杜 11_埼玉県 川口市大字赤芝新田10-1

戸塚安行かみうら耳鼻咽喉科 11_埼玉県
川口市大字⾧蔵新田764-8 戸塚安行医療モー

ル101

中青木整形外科 11_埼玉県
川口市中青木2-15-34 サンライズ中青木医療

モール201

さくらキッズクリニック 11_埼玉県
川口市中青木2-15-34 サンライズ中青木医療

モール101

小坂医院 11_埼玉県 川口市中青木2-23-30
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医療生協さいたま生活協同組合 さいわ

い診療所
11_埼玉県 川口市中青木4-1-20

徳竹医院 11_埼玉県 川口市朝日2-28-1

村中医院 11_埼玉県 川口市朝日3-15-21

高橋レディースクリニック 11_埼玉県 川口市朝日3-6-22

深川眼科 11_埼玉県 川口市⾧蔵1-23-31

戸塚安行げん眼科 11_埼玉県 川口市⾧蔵新田288-1 ブラックパイン202

はとがや緑内科クリニック 11_埼玉県 川口市辻1573-1 鳩ヶ谷メディカルプラザ3F

東川口病院 11_埼玉県 川口市東川口2-10-8

北村医院 11_埼玉県 川口市東川口4-19-12

医)定正会 フクダクリニック 11_埼玉県 川口市南鳩ヶ谷1-9-6

しば内科・循環器内科クリニック 11_埼玉県 川口市飯塚1-3-6-102号 プラウドタワー川口

医療法人社団恵寿会 川口眼科 11_埼玉県 川口市飯塚2-2-14

金沢クリニック 11_埼玉県
川口市飯塚3-2-1 アーバンハイツ飯塚三丁目

101

吉田耳鼻咽喉科 11_埼玉県 川口市並木2-1-6

川口並木クリニック 11_埼玉県 川口市並木3-34-17

医療法人 藤田眼科医院 11_埼玉県 川口市並木3-4-21 パイオランドマンション2F

ウメヅ医院 11_埼玉県 川口市並木3-9-7

西川口クリニック 11_埼玉県 川口市並木4-15-19

リボンシティクリニック 11_埼玉県 川口市並木元町1-66

本多眼科 11_埼玉県 川口市並木元町1-79 アリオ川口2F

医療法人社団弘惠会 杉浦医院 11_埼玉県 川口市本町4-4-16-301

目時クリニック 11_埼玉県 川口市柳崎1-29-7

青木中央クリニック 11_埼玉県 川口市柳崎3-7-24

東浦和耳鼻咽喉科 11_埼玉県 川口市柳崎4-28-32

柳崎眼科クリニック 11_埼玉県 川口市柳崎5-17-10 パークシティ1F

医療法人社団 すずき整形外科 11_埼玉県 川口市里1628

鳩ケ谷米山クリニック 11_埼玉県 川口市里1628 MUC鳩ケ谷3F

やじまトータルケアクリニック 11_埼玉県 川口市里372 メディカルガーデン川口2F

川口領家循環器内科クリニック 11_埼玉県 川口市領家1-24-4-2F

松原レディースクリニック 11_埼玉県 草加市栄町2-12-5

あや総合内科クリニック 11_埼玉県 草加市花栗1-11-23

草加グリーンクリニック 11_埼玉県 草加市金明町604-1-1F

草加駅前なかじま眼科 11_埼玉県 草加市高砂2-17-30 岡野ビル1F

あさこ小児科内科医院 11_埼玉県 草加市高砂2-2-31

内山内科小児科医院 11_埼玉県 草加市高砂2-6-4
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森田耳鼻咽喉科 11_埼玉県 草加市住吉1-5-6

医療法人社団永世会 松本医院 11_埼玉県 草加市松原2-2-7

おかだこどもクリニック 11_埼玉県 草加市清門3-25-3-102

医療法人 正務医院 11_埼玉県 草加市青柳5-12-13

虎溪医院 11_埼玉県 草加市青柳6-22-1

草加市立病院 11_埼玉県 草加市草加2-21-1

かがわ医院 11_埼玉県 草加市草加3-8-21

やつか耳鼻咽喉科 11_埼玉県 草加市谷塚1-16-19

よしだ眼科 11_埼玉県 草加市谷塚1-22-10

中町クリニック 11_埼玉県 草加市谷塚1-22-18

鈴木眼科皮膚科医院 11_埼玉県 草加市谷塚町1418-6

医療法人親和会 鳳永病院 11_埼玉県 草加市谷塚二丁目12番15号

草加中央診療所 11_埼玉県 草加市中央1-2-22

中田医院 11_埼玉県 草加市中央2-16-43

草加すぎうら内科クリニック 11_埼玉県 草加市氷川町2149-2 藤代ビル2F

ふかさく内科クリニック 11_埼玉県 草加市氷川町2171-8

石井外科医院 11_埼玉県 草加市氷川町928

草加きたやクリニック 11_埼玉県 草加市北谷1-22-13 北谷ビル1階

くじらおかハートクリニック 11_埼玉県 大里郡寄居町赤浜1157

医療法人社団城東会 はらしま医院 11_埼玉県 大里郡寄居町大字保田原163-7

埼玉よりい病院 11_埼玉県 大里郡寄居町用土395番地

彩清会 清水病院 11_埼玉県 秩父郡皆野町皆野1390-2

倉林医院 11_埼玉県 秩父郡⾧瀞町⾧瀞1355-2

落合眼科医院 11_埼玉県 秩父郡⾧瀞町本野上1083

医療法人 大谷津医院 11_埼玉県 秩父市阿保町10-8

つちはし眼科内科クリニック 11_埼玉県 秩父市永田町10-11

本強矢整形外科病院 11_埼玉県 秩父市下影森871-1

医療法人壺春会 金子医院 11_埼玉県 秩父市皆野町皆野1168

蓮沼医院 11_埼玉県 秩父市熊木町17-5

つむぎ診療所 11_埼玉県 秩父市寺尾1404

たかはし整形外科皮フ科クリニック 11_埼玉県 秩父市上野町17-12

あいおいクリニック 11_埼玉県 秩父市相生町9-14

医療法人 五野上医院 11_埼玉県 秩父市大野原1058番地

山田クリニック 11_埼玉県 秩父市大野原370-1

酒井耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 秩父市大野原934

髙橋内科クリニック 11_埼玉県 秩父市中村町3-3-36

健生堂医院 11_埼玉県 秩父市東町28-5

医療法人 久喜医院 11_埼玉県 秩父市道生町7-5

関根医院 11_埼玉県 秩父市日野田町2-19-27
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松本クリニック 11_埼玉県 秩父市日野田町2-2-30

医療法人社団博悠会 朝霞整形外科・外

科
11_埼玉県 朝霞市幸町2-7-41

医療法人社団こもれび まつおか眼科ク

リニック
11_埼玉県 朝霞市溝沼1058

医療法人山柳会 塩味病院 11_埼玉県 朝霞市溝沼2-4-1

はまなか皮フ科クリニック 11_埼玉県 朝霞市西原2-4-21

医療法人社団 武蔵野会 TMGサテライ

トクリニック朝霞台
11_埼玉県 朝霞市西弁財1-8-21

塩味クリニック 11_埼玉県 朝霞市大字溝沼867

上野胃腸科 11_埼玉県 朝霞市仲町1-2-31

さない耳鼻科クリニック 11_埼玉県 朝霞市仲町1-2-32

すぎたこどもクリニック 11_埼玉県
朝霞市仲町1-2-32 あさかクリニックモール3

階

北あさか城北クリニック 11_埼玉県 朝霞市朝志ヶ丘 3-5-2 エクシード高野

大城クリニック 11_埼玉県 朝霞市本町2-3-8

ファミリータイズクリニック 11_埼玉県 朝霞市本町2-4-25 T-BLD朝霞5F

一本松診療所 11_埼玉県 鶴ヶ島市下新田17-4

医療法人 菊一会 鶴ヶ島池ノ台病院 11_埼玉県 鶴ヶ島市脚折1440-2

社会医療法人 新都市医療研究会〔関越

会〕 関越病院
11_埼玉県 鶴ヶ島市脚折145-1番地

鶴ヶ島医院 11_埼玉県 鶴ヶ島市脚折1864-7

医療法人社団満寿会 鶴ヶ島在宅医療診

療所
11_埼玉県 鶴ヶ島市高倉772-1

関越クリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市松ヶ丘2-2-31

医療法人社団満寿会 鶴ヶ島耳鼻咽喉科

診療所
11_埼玉県 鶴ヶ島市上広谷8-15

医療法人愛新会しんまちクリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市新町2-23-23

若葉こどもクリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市藤金333-2

たわらクリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市藤金650-1

冨田整形外科 11_埼玉県 鶴ヶ島市藤金835-59

ヒロレディースクリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市藤金845-4 3階

にし眼科クリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市富士見1-2-1 ワカバウォーク内

かなざわクリニック 11_埼玉県 鶴ヶ島市富士見2-1-15

井上医院 11_埼玉県 鶴ヶ島市富士見2-29-1

大谷整形外科病院 11_埼玉県 東松山市下野本517

医療法人 吉田産婦人科内科医院 11_埼玉県 東松山市御茶山町1-5

赤沼医院 11_埼玉県 東松山市材木町20-8

樺澤内科医院 11_埼玉県 東松山市松山町1-1-10
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つかさクリニック 11_埼玉県 東松山市松風台9-2 2F

たなか内科・眼科クリニック 11_埼玉県 東松山市松葉町4-8-3

武蔵嵐山病院 11_埼玉県 東松山市上唐子1312-1

たけのや皮膚科 11_埼玉県 東松山市上唐子1491番6

ほしこどもおとなクリニック 11_埼玉県 東松山市上野本1226-1

東松山医師会病院 11_埼玉県 東松山市神明町1-15-10

新井クリニック 11_埼玉県 東松山市西本宿1859-1

宇佐美皮フ科 11_埼玉県
東松山市箭弓町1-11-7 ハイムグランデ東松山

205

八木内科クリニック 11_埼玉県 東松山市箭弓町1-12-11-3F

東松山市立市民病院 11_埼玉県 東松山市大字松山2392番地

ハロークリニック 11_埼玉県 東松山市大谷1064

須田医院 11_埼玉県 東松山市本町1-6-5

笠原クリニック 11_埼玉県 東松山市毛塚910-1

土屋医院 11_埼玉県 東松山市和泉町5-25

いそ整形外科医院 11_埼玉県 南埼玉郡宮代町山崎184-1

鈴木医院 11_埼玉県 南埼玉郡宮代町須賀1302-1

福沢医院 11_埼玉県 南埼玉郡宮代町百間3-3-17

医療法人社団 寛芳会 土屋眼科 11_埼玉県 南埼玉郡宮代町和戸1514-3

医療法人社団 輔正会 岡村記念クリ

ニック
11_埼玉県 日高市栗坪230-1

さいたま泌尿器・ひふ科クリニック 11_埼玉県 日高市高萩171-3 安藤ビル1F

島村医院 11_埼玉県 日高市大谷沢638-1

三芳の森病院 11_埼玉県 入間郡三芳町上富1686

医療法人 安田醫院 11_埼玉県 入間郡三芳町上富402-5

医療法人社団寛明会 山田内科クリニッ

ク
11_埼玉県 入間郡三芳町北永井3-11

おっぺ小児科・アレルギー科クリニッ

ク
11_埼玉県 入間郡毛呂山町若山1-8-7

埼玉医療福祉会 光の家療育センター 11_埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

埼玉医科大学病院 11_埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

埼玉医科大学病院 内科 11_埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

埼玉医科大学病院総合診療内科 11_埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

澤田医院 11_埼玉県 入間市下藤沢433

下藤沢皮フ科クリニック 11_埼玉県 入間市下藤沢771-4

鈴木内科医院 11_埼玉県 入間市久保稲荷4-14-11

鈴木歯科医院 11_埼玉県 入間市久保稲荷4-14-12

医療法人 一晃会 小林病院 11_埼玉県 入間市宮寺2417

医療法人社団 小室医院 11_埼玉県 入間市鍵山1-12-16
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医療法人 永仁会 入間ハート病院 11_埼玉県 入間市小谷田1258-1

医療法人 良心会 いるまクリニック 11_埼玉県 入間市上藤沢378-5

金子病院 11_埼玉県 入間市新久680

山岸内科クリニック 11_埼玉県 入間市扇町屋1-11-34

おのうえキッズクリニック 11_埼玉県 入間市東町1-13-9

すずらんクリニック 11_埼玉県 入間市東藤沢3-13-8-105

医療法人 小宮山医院 11_埼玉県 入間市東藤沢3-8-5

(医)松風荘病院 11_埼玉県 入間市東藤沢5-9-2

はせがわクリニック 11_埼玉県 入間市豊岡4-6-3

寺師医院 11_埼玉県 入間市豊岡5-5-25

医療法人悠仁徳会 細谷医院 11_埼玉県 入間市野田595番地10

白岡中央総合病院 11_埼玉県 白岡市小久喜938-12

矢部医院 11_埼玉県 白岡市上野田615

医療法人 奥山こどもクリニック 11_埼玉県
白岡市新白岡4-13-3 新白岡駅前ホスピタリ

ティーパーク3階

新白岡・あだち眼科 11_埼玉県 白岡市新白岡7-11-9

りゅう内科・整形外科医院 11_埼玉県 白岡市白岡1501 イリーデ・カーサ1F

佐藤医院 11_埼玉県 八潮市伊勢野142

埼玉回生病院 11_埼玉県 八潮市大原455

八潮駅つばめクリニック 11_埼玉県 八潮市大瀬1-10-12

八潮駅前眼科 11_埼玉県 八潮市大瀬1丁目1-3

八潮まるやま眼科 11_埼玉県 八潮市大瀬5-1-15 2階

八潮駅前ひぐちクリニック 11_埼玉県 八潮市大瀬6-1-6 Bivi八潮1階

おぐら小児科医院 11_埼玉県 八潮市大曽根244-2

医療法人 清水内科クリニック 11_埼玉県 八潮市中央1-8-4-3階

八潮耳鼻咽喉科クリニック 11_埼玉県 八潮市中央1-8-4 恩田ビル2階

林眼科 11_埼玉県 八潮市中央3-18-15

宮崎内科クリニック 11_埼玉県 八潮市中央4-11-45

藤井クリニック 11_埼玉県 八潮市八潮2-2-8

医療法人社団州山会 広瀬病院 11_埼玉県 八潮市八條2840-1

ふるや整形外科クリニック 11_埼玉県 八潮市緑町3-23-2

緑町こどもクリニック 11_埼玉県 八潮市緑町3-23-2 緑町クリニックビル4F

飯能中央病院 11_埼玉県 飯能市稲荷町12-7

医療法人博療会 佐瀬病院 11_埼玉県 飯能市栄町11-2

飯能市国民健康保険南高麗診療所 11_埼玉県 飯能市下直竹1091の1

飯能市東吾野医療介護センター診療所 11_埼玉県 飯能市虎秀25-1

医療法人 名栗園 名栗園診療所 11_埼玉県 飯能市大字下名栗465-1

新電元工業株式会社 診療所 11_埼玉県 飯能市南町10-13
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医療法人徳明会 小室クリニック 11_埼玉県 飯能市八幡町2-3

武蔵の森病院 11_埼玉県 飯能市飯能949番地15

(医)くすのき会 南飯能病院 11_埼玉県 飯能市矢颪415

飯能医院 11_埼玉県 飯能市柳町20-9

東飯能駅前クリニック 11_埼玉県 飯能市柳町3-5

医療法人 細田耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 飯能市緑町18-12

南部内科医院 11_埼玉県 比企郡ときがわ町西平643-1番地

木乃里クリニック 11_埼玉県 比企郡ときがわ町馬場50-1

はねおの森クリニック 11_埼玉県 比企郡滑川町羽尾4396-1

医療法人昭友会 森林公園メンタルクリ

ニック
11_埼玉県 比企郡滑川町羽尾495

白井医院 11_埼玉県 比企郡吉見町下細谷736

(医)たばた小児科 11_埼玉県 比企郡吉見町久米田616-8

公益財団法人 埼玉県健康づくり事業団

診療所
11_埼玉県 比企郡吉見町江和井410-1

森田クリニック 11_埼玉県 比企郡吉見町大字久米田859-1

医療法人真生会 真田医院 11_埼玉県 比企郡小川町みどりが丘2-2-2

宏仁会小川病院 11_埼玉県 比企郡小川町原川205

医療法人三幸会 さつき内科クリニック 11_埼玉県 比企郡小川町小川471-1

田口医院 11_埼玉県 比企郡小川町小川88-1

小川赤十字病院 11_埼玉県 比企郡小川町大字小川1525

中村産婦人科 11_埼玉県 比企郡小川町大塚1176-1

田中眼科医院 11_埼玉県 比企郡小川町大塚1180-1

柳澤医院 11_埼玉県 比企郡小川町大塚21-7

医療法人 娯生会 みやざきクリニック 11_埼玉県 比企郡小川町大塚285

飯塚整形外科医院 11_埼玉県 比企郡小川町大塚86-2

高野医院 11_埼玉県 比企郡小川町大塚103

医療法人 啓仁会 平成の森・川島病院 11_埼玉県 比企郡川島町畑中478-1

福島内科 11_埼玉県 比企郡鳩山町楓ケ丘4-17-8

渡辺産婦人科 11_埼玉県 比企郡嵐山町菅谷249-98

じゅんファミリークリニック 11_埼玉県 富士見市ふじみ野西1-17-3

ふじみ野在宅クリニック 11_埼玉県
富士見市ふじみ野西1-17-3 ハピネスビルふじ

み野4-B

徳永内科クリニック 11_埼玉県 富士見市ふじみ野東3-1-8

医療法人実幸会 栗原医院 11_埼玉県 富士見市羽沢1-33-28

医療法人社団サンセリテ 三浦病院 11_埼玉県 富士見市下南畑3166

関本耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 富士見市関沢 2-25-51

にしじまクリニック 11_埼玉県 富士見市勝瀬1034-1

110 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

たにあい内科医院 11_埼玉県 富士見市上南畑240-1

富士見在宅クリニック 11_埼玉県 富士見市針ヶ谷2-8-7

医療法人さくら さくら記念病院 11_埼玉県 富士見市水谷東1-28-1

富士見クリニック 11_埼玉県 富士見市水谷東2-53-8

医療法人社団 光陽会 みずほ台サンク

リニック
11_埼玉県 富士見市西みずほ台1-1-1

医療法人社団皐八会 武田耳鼻咽喉科 11_埼玉県 富士見市西みずほ台1-19-5

鶴瀬村山眼科 11_埼玉県 富士見市鶴馬2609-13 サンマリー鶴瀬3F

医療法人社団 中島医院 11_埼玉県 富士見市鶴瀬西2-16-54

篠田中央クリニック 11_埼玉県 富士見市鶴瀬東1-8-19

いままき内科医院 11_埼玉県 富士見市鶴馬2609-13 サンマリー鶴瀬2F

平塚整形外科クリニック 11_埼玉県 富士見市鶴馬3371-1

おぎそ小児科医院 11_埼玉県 富士見市東みずほ台2-16-10

根本眼科 11_埼玉県 富士見市東みずほ台2-2-20

はまだ内科クリニック 11_埼玉県 富士見市東みずほ台3-24-6

東みずほ台クリニック 11_埼玉県 富士見市東みずほ台3-3-11

岡村クリニック 11_埼玉県 北葛飾郡松伏町松伏820-1

ふれあい橋クリニック 11_埼玉県 北葛飾郡松伏町上赤岩841-1

医療法人社団全仁会 埼玉筑波病院 11_埼玉県 北葛飾郡松伏町築比地420

杉戸クリニック 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町下高野1760-1

後藤クリニック 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台西1-11-2

井上小児科皮フ科・病児保育室「とん

ことり」
11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台西2-6-3

医療法人 山根医院 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台南2-3-12

⾧岡産婦人科医院 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町杉戸2-3-10

医療法人社団東順会 杉戸耳鼻咽喉科医

院
11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町杉戸4-15-8

小島内科医院 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町杉戸4-2-2

あけぼの内科リウマチ科クリニック 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地4-10-24

杉戸いわたけ眼科 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地4-10-24

東埼玉総合病院附属 清地クリニック 11_埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地5丁目1番2号

医療法人社団顕心会 伊奈中央病院 11_埼玉県 北足立郡伊奈町寿4-43

希望(のぞみ)病院 11_埼玉県 北足立郡伊奈町小室3170

医療法人社団愛友会 伊奈病院 11_埼玉県 北足立郡伊奈町小室9419

伊奈entクリニック 11_埼玉県 北足立郡伊奈町大字大針814-1

金崎内科医院 11_埼玉県 北足立郡伊奈町内宿台3丁目40

内田クリニック 11_埼玉県 北足立郡伊奈町内宿台5-4

医療法人共立医療会 さくらこどもとお

とな診療所
11_埼玉県 北本市栄7番地1-27-102
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北本共済医院 11_埼玉県 北本市下石戸下511-1

深井小児科内科医院 11_埼玉県 北本市荒井1-95

北里大学メディカルセンター 11_埼玉県 北本市荒井6-100

本藤整形外科 11_埼玉県 北本市山中1-167-1

桃泉園北本病院 11_埼玉県 北本市深井3丁目75番地

山本内科医院 11_埼玉県 北本市中央1-154

医療法人 けやきクリニック 11_埼玉県 北本市中央2-89

ひらお内科クリニック 11_埼玉県 北本市中央3丁目71番地4号

きたもと内科クリニック 11_埼玉県 北本市中丸5-23-1

鈴木医院 11_埼玉県 北本市中丸8-257

楢原医院 11_埼玉県 北本市東間7-242

さとうクリニック 11_埼玉県 北本市二ツ家1-374 マリオン北本125A

二ツ家整形外科 11_埼玉県 北本市二ツ家2-107

天地クリニック 11_埼玉県 北本市二ツ家4丁目47-4

遠井クリニック 11_埼玉県 北本市北本1-143

医療法人社団天徳会 北本整形外科 11_埼玉県 北本市北本1-33

医療法人慶聰会 矢澤クリニック北本 11_埼玉県 北本市北本1-51 マツヤビル2階

医療法人社団澤仁会 北本第一クリニッ

ク
11_埼玉県 北本市北本2-185

こころっと歯科医院 11_埼玉県 北本市北本宿155-3

林田内科医院 11_埼玉県 北本市本宿7-67-3

いなぎentクリニック 11_埼玉県 北本市本町4-20-1

北本中央クリニック 11_埼玉県 北本市本町6-232

山田医院 11_埼玉県 北本市緑3-289

医療法人社団 群羊会 南福音診療所 11_埼玉県 北本市緑4丁目148

医療法人社団 寿会 吉沢病院 11_埼玉県 本庄市1216-1

医療法人 春山眼科医院 11_埼玉県 本庄市けや木1-5-5

医療法人  博明会  飯塚内科 産婦人科 11_埼玉県 本庄市栄1-1-33

昭和産婦人科 11_埼玉県 本庄市駅南1-5-23

本庄駅前病院 11_埼玉県 本庄市駅南1丁目2番32号

久保医院 11_埼玉県 本庄市栗崎113

恵南クリニック 11_埼玉県 本庄市見福2-27-18

本間内科皮膚科クリニック 11_埼玉県 本庄市見福3丁目5番6号

医療法人社団明雄会 本庄児玉病院 11_埼玉県 本庄市児玉郡児玉720

医療法人 鈴木外科病院 11_埼玉県 本庄市児玉町八幡山293

中神内科クリニック 11_埼玉県 本庄市児玉町八幡山321

医療法人 上武病院 11_埼玉県 本庄市小島5-6-1

あたご山クリニック 11_埼玉県 本庄市中央1-7-23

医療法人 中沢皮膚科 11_埼玉県 本庄市東台2丁目6-31
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医療法人 関根外科医院 はにぽんクリ

ニック
11_埼玉県 本庄市東台4-8-25

本庄総合病院 11_埼玉県 本庄市北堀1780

医療法人桂水会 岡病院 11_埼玉県 本庄市北堀810番地

(医)田林クリニック 11_埼玉県 蓮田市閏戸4122-90

医療法人顕正会 蓮田病院 11_埼玉県 蓮田市大字根金1662番地1

おだ内科 11_埼玉県 蓮田市馬込2-300

医療法人社団 陽山会 陽山会クリニッ

ク
11_埼玉県 蓮田市馬込5-198

医療法人社団愛友会 蓮田一心会病院 11_埼玉県 蓮田市本町3-17

本田内科医院 11_埼玉県 蓮田市蓮田1-231

村山皮膚科クリニック 11_埼玉県 和光市丸山台1-4-15 イグチ物産ビル3F

勝海外科 11_埼玉県 和光市新倉1-11-1

天野医院 11_埼玉県 和光市新倉3-5-40

独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 11_埼玉県 和光市諏訪2-1

医療法人社団 門田医院 11_埼玉県 和光市西大和団地1-6-3

田中医院 11_埼玉県 和光市本町11-1 ドレイク和光本町101

和光耳鼻咽喉科医院 11_埼玉県 和光市本町2-6 レインボープラザ3F

錦町整形外科内科 11_埼玉県 蕨市錦町1-10-10

菊地医院 11_埼玉県 蕨市錦町2-20-12

あそか眼科 11_埼玉県 蕨市錦町5-3-28-202

ひかる眼科 11_埼玉県 蕨市中央1-17-35 クリエイトビル3F

八木橋眼科医院 11_埼玉県 蕨市中央1-8-3

医療法人 治水会 斎藤クリニック 11_埼玉県 蕨市中央3-19-14

医療法人 栗原内科医院 11_埼玉県 蕨市塚越2-17-4

医療法人 今井病院 11_埼玉県 蕨市塚越7-34-2

わらび北町病院 11_埼玉県 蕨市北町1-24-5

わらび小児科と皮ふ科のクリニック 11_埼玉県 蕨市北町3-4-10

医療法人社団 斎藤医院 12_千葉県 いすみ市小沢2532

医療法人社団 北村整形外科 12_千葉県 いすみ市大原9304-2

大原台クリニック 12_千葉県 いすみ市大原台424-4

岬病院 12_千葉県 いすみ市岬町桑田2531

医療法人社団 嗣業の会 外房こどもク

リニック
12_千葉県 いすみ市岬町和泉1880-4

ベリークリニック 12_千葉県 市川市相之川4-14-10

西岡クリニック 12_千葉県 市原市ちはら台東1-2-13

医療法人社団 相生会 おがわ内科 12_千葉県 印旛郡栄町安食1-18-23

宮尾クリニック 12_千葉県 柏市松ヶ崎726―6

辻仲柏クリニック 12_千葉県 柏市柏4丁目8番1号 柏東口金子ビル6階
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永松整形外科 12_千葉県 佐倉市西志津3-2-2

西川泌尿器科クリニック 12_千葉県 千葉市中央区今井2丁目18番12号

淑徳おゆみ診療所 12_千葉県 千葉市中央区生実町2407-1

登戸クリニック 12_千葉県 千葉市中央区登戸1-26-15 伸光第1ビル 1F

みつわ台クリニック 12_千葉県 千葉市若葉区みつわ台4-1-8

藤森小児科 12_千葉県 千葉市花見川区作新台1-6-1

出口眼科医院 12_千葉県 千葉市若葉区小倉台1-13-8

弓立産婦人科 12_千葉県 富里市七栄646

南流山糖尿病栄養内科さいとうクリ

ニック
12_千葉県 流山市大字木402

医療法人社団千栄会 ふじもと皮フ科ク

リニック
12_千葉県 船橋市習志野台3-1-1 エキタきたなら3階

きのしたクリニック 12_千葉県 船橋市前貝塚町549-1 GGC1階

本中山クリニック 12_千葉県 船橋市本中山2-18-3 カタンクローバービル1F

松永小児科 12_千葉県 船橋市本町6-7-27

医療法人社団開智会 高木クリニック 12_千葉県 松戸市栄町5-313

冨岡クリニック 12_千葉県 旭市ニ2773-1

樹(いつき)クリニック 12_千葉県 旭市ロ-1535

医療法人黒潮会 田辺病院 12_千葉県 旭市ロの818-2

旭ひふ科 12_千葉県 旭市二2773-1

塚本クリニック 12_千葉県 旭市萩園1902-3

医療法人 橘会 勝山クリニック 12_千葉県 安房郡鋸南町勝山319

医療法人 厚生会 武内クリニック 12_千葉県 安房郡鋸南町勝山360

鋸南やまだ内科 12_千葉県 安房郡鋸南町保田28-1

ラビドールクリニック 12_千葉県 夷隅郡御宿町御宿台132

医療法人 川崎病院 12_千葉県 夷隅郡大多喜町泉水674

日本医科大学千葉北総病院 12_千葉県 印西市鎌苅1715

いしばし内科クリニック 12_千葉県 印西市鎌苅2092-1

医療法人社団 愛慈会 西佐倉印西病院 12_千葉県 印西市岩戸1844-10

牧の原いとうクリニック 12_千葉県 印西市原4-1

医療法人社団 愛弘会  みらいウィメン

ズクリニック
12_千葉県 印西市原4-2-2

岩井内科クリニック 12_千葉県 印西市高花5-1-1

斉藤おとな&こども眼科クリニック 12_千葉県 印西市高花5-1-3

鈴木整形外科 12_千葉県 印西市高花5-1-2

医療法人社団すずき小倉台医院 12_千葉県 印西市小倉台4-12

医療法人社団 大樹会 牧の里クリニッ

ク
12_千葉県 印西市小林北2-6-14
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医療法人社団 仁者会 おかにわクリ

ニック
12_千葉県 印西市草深1203-9

千葉北総内科クリニック 12_千葉県 印西市草深2221-3

医療法人社団 珠光会 印西診療所 12_千葉県 印西市大森2550-10

安孫子内科胃腸科クリニック 12_千葉県 印西市大森3417-2

千葉ニュータウンサザンクリニック 12_千葉県 印西市中央南1-7-4

千葉ニュータウンクリニック 12_千葉県 印西市内野1-5-1

斎藤おとな&こどもクリニック 12_千葉県 印西市木刈4-3-4

後藤医院 12_千葉県 印旛郡栄町安食3646

鈴木整形外科内科医院 12_千葉県 印旛郡栄町竜角寺台5-27-1

しすいホームクリニック 12_千葉県 印旛郡酒々井町中央台1-28-1

原小児科クリニック 12_千葉県 浦安市高洲1-9-9

医療法人社団 城東桐和会 タムス浦安

病院
12_千葉県 浦安市高洲7-2-32

医療法人社団 恵仁会 牧野クリニック 12_千葉県 浦安市当代島1-3-29  IMビル3F

医療法人社団 ちくま会 メディカル

ガーデン新浦安
12_千葉県 浦安市日の出1-1-25

新浦安虎の門クリニック 12_千葉県 浦安市日の出2-1-5

二宮眼科 12_千葉県 浦安市入船 1-5-2 プライムタワー新浦安12F

新浦安整形外科クリニック 12_千葉県 浦安市入船1-4-1

小林クリニック 12_千葉県 浦安市入船1-4-1 イオン新浦安6F

ベイシティクリニック 12_千葉県 浦安市入船1-5-2-12階

マリンクリニック 12_千葉県 浦安市入船4-1-1-203

浦安やなぎ通り診療所 12_千葉県 浦安市猫実2-13-26

新浦安整形外科 浦安駅前クリニック 12_千葉県 浦安市猫実4-18-26

ももせ眼科 12_千葉県 浦安市猫実4-18-26

浦安せきぐちクリニック 12_千葉県 浦安市猫実5-17-27

みずのクリニック 12_千葉県 浦安市猫実5-18-20 KOビル1F

医療法人社団司誠会 イナガキ眼科 12_千葉県 浦安市美浜1-9-2 浦安ブライトンビル7階

おおしおウィメンズクリニック 12_千葉県 浦安市北栄1-5-23

新浦安整形外科 12_千葉県 浦安市堀江1-34-34

医療法人社団豊修会 パークシティ吉田

レディースクリニック
12_千葉県 浦安市明海5-7-5 ドクターズベイ

我孫子つくし野病院 12_千葉県 我孫子市つくし野131-1

こやの皮フ科 12_千葉県 我孫子市我孫子1-17-20

わたなべファミリークリニック 12_千葉県 我孫子市我孫子2-3-2 RSCパークビル1F

医療法人社団 湖仁会 ほしの脳神経ク

リニック
12_千葉県 我孫子市我孫子4-43-17

すがもり整形外科医院 12_千葉県 我孫子市我孫子4-8-20
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湖北台診療所 12_千葉県 我孫子市湖北台7-13-41-101

医療法人社団 順我会 高野山胃腸科内

科
12_千葉県 我孫子市高野山285-3

医療法人社団 康喜会 東葛辻仲病院 12_千葉県 我孫子市根戸946-1

医療法人社団 聖仁会 我孫子聖仁会病

院
12_千葉県 我孫子市柴崎1300

医療法人社団 聖和会 天王台消化器病

院
12_千葉県 我孫子市柴崎台1-18-38

天王台依田内科クリニック 12_千葉県 我孫子市天王台2-2-1

天王台皮フ科クリニック 12_千葉県 我孫子市天王台2-9-5

耳鼻咽喉科飯田医院 12_千葉県 我孫子市白山1-25-10

並木七丁目診療所 12_千葉県 我孫子市並木7-1-32

貫井医院 12_千葉県 我孫子市並木8-17-4

おおた医院 12_千葉県 我孫子市本町2-2-1 セザン本町201

医療法人社団 伸湧会 池内皮膚科クリ

ニック
12_千葉県 我孫子市本町2-2-10、2F

東邦鎌谷病院 12_千葉県 鎌ケ谷市粟野594

本田産婦人科クリニック 12_千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-5-79

初富保健病院 12_千葉県 鎌ケ谷市初富114

秋元病院 12_千葉県 鎌ケ谷市初富808-54

新鎌ヶ谷耳鼻咽喉科 12_千葉県
鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-18-5 ディア・ヴェルジュ

2F

大石内科胃腸科医院 12_千葉県 鎌ケ谷市東初富6-7-16-1F

鎌ヶ谷第一クリニック 12_千葉県 鎌ケ谷市東初富6-9-47

かまがや診療所 12_千葉県 鎌ケ谷市東中沢1-15-61

オリーブ眼科クリニック 12_千葉県 鎌ケ谷市東道野辺7-22-46-301

中川内科胃腸科クリニック 12_千葉県
鎌ケ谷市道野辺本町1-3-1 カーラシティ鎌ヶ

谷201

うらわ整形外科 12_千葉県
鎌ケ谷市道野辺本町1-3-1 カーラシティ鎌ヶ

谷2F

医療法人社団 青い鳥こどもクリニック 12_千葉県 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-24

いそのクリニック 12_千葉県 鎌ケ谷市南鎌ケ谷1-5-27

鎌ヶ谷整形外科・内科 12_千葉県 鎌ケ谷市南初富6-5-14

堀江皮膚科医院 12_千葉県 鎌ケ谷市富岡1-6-5

伊藤胃腸科クリニック 12_千葉県 鴨川市横渚697

小田病院 12_千葉県 鴨川市横渚880

鴨川市立国保病院 12_千葉県 鴨川市宮山233番地

医療法人 明星会 東条病院 12_千葉県 鴨川市広場1615番地
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黒野医院 12_千葉県 鴨川市天津1124

たてやま整形外科クリニック 12_千葉県 館山市安布里229

九重鈴木医院 12_千葉県 館山市薗168-1

田村病院 12_千葉県 館山市館山183

鈴木内科クリニック 12_千葉県 館山市館山809-2

社会福祉法人 太陽会 安房地域医療セ

ンター
12_千葉県 館山市山本1155番地

医療法人 鉄蕉会 亀田ファミリークリ

ニック館山
12_千葉県 館山市正木4304-9

平野眼科 12_千葉県 館山市船形443

医療法人 沖縄徳洲会 館山病院 12_千葉県 館山市⾧須賀196

耳鼻咽喉科白幡医院 12_千葉県 館山市北条1708-5

野原皮膚科内科医院 12_千葉県 館山市北条1888

たかはし内科小児科クリニック 12_千葉県 館山市北条1898-1

たてやま循環器内科外科 12_千葉県 館山市北条2416-30

塚本産婦人科 12_千葉県 君津市久保4-8-8

医療法人社団 芙蓉会 千葉芙蓉病院 12_千葉県 君津市広岡297-1

医療法人社団 周晴会 鈴木病院 12_千葉県 君津市上238

そがわ医院 12_千葉県 君津市常代5-3-15

茂田大和田クリニック 12_千葉県 君津市大和田5-1-2

医療法人 蓬莱会 水島外科内科クリ

ニック
12_千葉県 君津市東坂田1-5-10 メディクビル1F

君津クリニック 12_千葉県 君津市杢師1-1-1

医療法人社団 見龍堂医会 神崎クリ

ニック
12_千葉県 香取郡神崎町神崎本宿671

大木内科医院 12_千葉県 香取郡多古町多古2531

みはま香取クリニック 12_千葉県 香取市玉造2-9-3

鈴木眼科医院 12_千葉県 香取市佐原イ158-2

医療法人社団 根本医院 12_千葉県 香取市佐原イ1693

千葉県立佐原病院 12_千葉県 香取市佐原イ2285

医療法人社団 華光会 山野病院 12_千葉県 香取市佐原イ3416

榊原医院 12_千葉県 香取市佐原イ750

越川医院 12_千葉県 香取市佐原イ753

こしかわ眼科 12_千葉県 香取市佐原イ756-14

安住耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 香取市佐原イ771

坂本医院 12_千葉県 香取市佐原ロ2028-43

小見川診療所 12_千葉県 香取市三ノ分目255-7

医療法人社団 寿光会 栗源病院 12_千葉県 香取市助沢832-1

医療法人社団 理正仁会 香取医院 12_千葉県 香取市津宮1295-1
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香取おみがわ医療センター 12_千葉県 香取市南原地新田438番地1

浅野耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 香取市北3-12-13

日新外科胃腸科医院 12_千葉県 香取市北3-13-10

医療法人社団 島崎医院 12_千葉県 香取市北3-4-8

まきの越川診療所 12_千葉県 香取市牧野2070-2

医療法人社団 工藤外科内科 12_千葉県 佐倉市ユーカリが丘2-2-4

医療法人社団 ともみ会 高橋レディー

ス・クリニック
12_千葉県

佐倉市ユーカリが丘4-1-1 イーストタワー

2F・B

ゆり耳鼻咽喉科 12_千葉県 佐倉市ユーカリが丘4-1-1 イーストタワー2F

佐倉中央病院 12_千葉県 佐倉市栄町20-4

王子台耳鼻咽喉科・眼科 12_千葉県 佐倉市王子台1-6-15

医療法人社団 花笑みの会 こどもクリ

ニックmom
12_千葉県 佐倉市王子台3-1-8 うめやビル2F

社会福祉法人ユーカリ優都会 南ヶ丘病

院
12_千葉県 佐倉市下志津218

東邦大学医療センター佐倉病院 12_千葉県 佐倉市下志津564-1

みはま佐倉クリニック 12_千葉県 佐倉市下志津602-1

スマイルキッズクリニック 12_千葉県 佐倉市宮野台6-4

聖隷佐倉市民病院健診センター 12_千葉県 佐倉市江原台2-36-2

いとうクリニック 12_千葉県 佐倉市山王1-39-6

やまゆり皮膚科クリニック 12_千葉県 佐倉市寺崎北1丁目6番地1

志津クリニック 12_千葉県 佐倉市上志津1669

志津さくら内科クリニック 12_千葉県 佐倉市上志津1786-1

医療法人社団 小林整形外科 12_千葉県 佐倉市上志津1796-1

だて内科クリニック 12_千葉県 佐倉市上志津2007-1

医療法人社団 三結会 みつば脳神経ク

リニック
12_千葉県 佐倉市城343番地3 プチモンドさくら1-A

さくら泌尿器科クリニック 12_千葉県 佐倉市城343番地3 プチモンドさくら1-B

あいな眼科 12_千葉県
佐倉市西ユーカリが丘6-12-3 イオンタウン

ユーカリが丘西2F

うぶか眼科クリニック 12_千葉県 佐倉市西志津4-27-3

西志津おおば内科 12_千葉県 佐倉市西志津6-2-17

さわいこどもクリニック 12_千葉県 佐倉市西志津8-7-27

(医)みずきが丘クリニック 12_千葉県 佐倉市染井野5-1-1

さくら胃と腸のクリニック 12_千葉県 佐倉市大崎台2-1-3

佐倉整形外科病院 12_千葉県 佐倉市大崎台4-3-5

医療法人社団 内田医院 12_千葉県 佐倉市鏑木町384-1

白銀クリニック 12_千葉県 佐倉市白銀3-3-2
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木村医院 12_千葉県 佐倉市並木町244

佐倉順天堂医院 12_千葉県 佐倉市本町81

さくらクリニック 12_千葉県 山武郡横芝光町宮川11949-1

不動堂クリニック 12_千葉県 山武郡九十九里町西野1782

医療法人社団 徳風会 高根病院 12_千葉県 山武郡芝山町岩山2308

医療法人社団 双仁会 花城医院 12_千葉県 山武市松尾町大堤136-3

医療法人社団 つくし会 松尾クリニッ

ク
12_千葉県 山武市松尾町大堤41-1

成東耳鼻咽喉科 12_千葉県 山武市成東744-1 東総ビル2F

医療法人社団 日向台クリニック 12_千葉県 山武市椎崎1354-2

医療法人社団 鎮誠会 姫島クリニック 12_千葉県 山武市姫島268-1

吉田クリニック 12_千葉県 山武市富田ト772

はやし耳鼻咽喉科 12_千葉県 四街道市めいわ4-3-22

ものいトータルクリニック 12_千葉県 四街道市もねの里2-35-1

もねの里こどもクリニック 12_千葉県 四街道市もねの里6-10-11

医療法人社団 水鏡塾 誠クリニック 12_千葉県 四街道市四街道1-4-19

医療法人社団 下野医院 12_千葉県 四街道市四街道2-17-16

しばクリニック 12_千葉県 四街道市鹿渡933-82

柴眼科 12_千葉県 四街道市鹿渡933-82

秋草産婦人科・藤原小児科医院 12_千葉県 四街道市大日288-10

医療法人それいゆ会 四街道さくら病院 12_千葉県 四街道市大日526-1

桜ヶ丘クリニック 12_千葉県 四街道市大日77-3

和泉内科医院 12_千葉県 四街道市和良比181-33

医療法人社団 銀杏会 三橋クリニック 12_千葉県 市原市うるいど南1-3-3

うるいど南クリニック 12_千葉県 市原市うるいど南2-1-3

いちはら耳鼻咽喉科 12_千葉県 市原市うるいど南3-1-1

医療法人社団 ちはら台耳鼻咽喉科 12_千葉県 市原市ちはら台西2-11-1

ちはら台駅前診療所 12_千葉県 市原市ちはら台西2-9-1

医療法人 ひまわり会 ちはら台眼科 12_千葉県
市原市ちはら台西3-4 ショッピングセンター

ユニモちはら台2階

安藤こどもクリニック 12_千葉県 市原市ちはら台東5-2-4

平山医院 12_千葉県 市原市磯ヶ谷2067

磯ヶ谷病院 12_千葉県 市原市磯ヶ谷35

倉持泌尿器科クリニック 12_千葉県 市原市菊間249-1

仁天堂医院 12_千葉県 市原市牛久1192

原村医院 12_千葉県 市原市玉前76

かずさ勤労者医療協会 いちはら協立診

療所
12_千葉県 市原市君塚2-17-7
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医療法人 芙蓉会 五井病院 12_千葉県 市原市五井5155

斎賀医院 12_千葉県 市原市五井中央西1-20-7

山﨑整形外科 12_千葉県 市原市五井中央西1-36-3

五井中央診療所 12_千葉県 市原市五井中央東1-10-19

大倉産婦人科医院 12_千葉県 市原市五井中央東1-11-18

大倉耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 市原市五井中央東1-11-18

御所クリニック 12_千葉県 市原市五所133‐2

横山医院 12_千葉県 市原市山田橋1-1-1

医療法人社団 内田医院 12_千葉県 市原市姉崎1875

帝京大学ちば総合医療センター 内視鏡

センター
12_千葉県 市原市姉崎3426-3

医療社団法人 慈協会 市原メディカル

キュア
12_千葉県 市原市姉崎658

広松眼科 12_千葉県 市原市姉崎東1-1-6 第3クレールパル3階

めぐろクリニック 12_千葉県 市原市姉崎東2-9-6

姉崎駅前クリニックカンティー 12_千葉県 市原市姉崎東3-1-3 小泉ビル3階

医)松和会 望星姉崎クリニック 12_千葉県 市原市姉崎東3-6-2

やりたクリニック 12_千葉県 市原市西広131

奥田外科医院 12_千葉県 市原市辰巳台西1-5

遠藤医院 12_千葉県 市原市辰巳台西1丁目5番地

斉藤クリニック 12_千葉県 市原市辰巳台東1-8-11

労働者健康安全機構 千葉ろうさい病院 12_千葉県 市原市辰巳台東2-16

医療法人社団 緑祐会 永野病院 12_千葉県 市原市馬立802-2

医療法人社団 千寿雅会 ⾧谷川病院 12_千葉県 市原市八幡115

寺嶋医院 12_千葉県 市原市八幡1349-3

若宮クリニック 12_千葉県 市原市八幡1640

有秋台医院 12_千葉県 市原市有秋台西1-7

藤田耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 市川市塩焼3-1-3 メゾンクレール101

塩浜宮崎医院 12_千葉県 市川市塩浜4-2-8-202

医療法人社団 岩田クリニック 12_千葉県 市川市押切20-3 Sビル101号

おにたか武田クリニック 12_千葉県 市川市⿁高2-22-18

かわの内科循環器クリニック 12_千葉県 市川市行徳駅前1-13-18 河幸第11ビル 1階

らいおんハート  内科整形外科リハビ

リクリニック
12_千葉県 市川市行徳駅前2-16-1

熊谷外科整形外科医院 12_千葉県 市川市高石神39-7

野口クリニック 12_千葉県 市川市高谷1-6-10

医療法人社団 芳英会 吉野内科・神経

内科医院
12_千葉県 市川市国府台3-3-16
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たきあ胃腸科クリニック 12_千葉県 市川市国府台5-9-12

国際医療福祉大学市川病院 12_千葉県 市川市国府台6-1-14

医療法人 式場病院 12_千葉県 市川市国府台6-1-14

伊藤医院 12_千葉県 市川市市川1 -9-1 アキオビル3階

木下内科クリニック 12_千葉県 市川市市川1-1-1 メトロプラザ3階

国井整形外科 12_千葉県 市川市市川1-17-7

市川いけだクリニック 12_千葉県 市川市市川1-7-6 愛愛ビル3F

医療法人社団慈恩会 吉岡医院 12_千葉県 市川市市川2-28-15

井上医院 12_千葉県 市川市市川4-3-9

市川すずき消化器・内視鏡クリニック 12_千葉県 市川市市川南1-5-25 グロリアコート市川1F

市川レディースクリニック 12_千葉県 市川市市川南1-8-6 YSDビル3F

渡辺医院 12_千葉県 市川市新田1-2-14

医療法人社団 真宏会 さたクリニック 12_千葉県 市川市新田3-23-16

尾林内科医院 12_千葉県 市川市新田4-12-13

寺島医院 12_千葉県 市川市新田4-15-21

吉田医院 12_千葉県 市川市新田5-10-20

医療法人社団 明誠会 ありもと耳鼻咽

喉科医院
12_千葉県

市川市新田5-5-27 トップ市川真間駅前第一

201

土橋医院 12_千葉県 市川市真間1-3-22

竹内クリニック 12_千葉県 市川市真間2-12-19

上白土ハートクリニック 12_千葉県 市川市菅野1-7-13

医療法人社団 慶桜会 かねこ医院 12_千葉県 市川市曽谷5-5-5

医療法人社団 紫苑会 たかはしクリ

ニック
12_千葉県 市川市相乃川4-15-3-2F

医聖よろずクリニックいちかわ院 12_千葉県 市川市相之川1-8-1

えんぴつ公園マザーズクリニック 12_千葉県 市川市相之川3-1-14

医療法人社団 恵隆会 浮谷クリニック 12_千葉県 市川市大洲4-13-15

きし内科クリニック 12_千葉県 市川市大和田2-13-27

吉田クリニック 12_千葉県 市川市東国分2-1-4

吉田小児科医院 12_千葉県 市川市南行徳1-17-8 エステートI.Aビル1階

南行徳整形外科内科 12_千葉県 市川市南行徳1-18-6

日下部クリニック 12_千葉県 市川市南八幡3-4-15 戸佐ビル2階

医療法人社団 平静会 大村病院 12_千葉県 市川市南八幡4-14-2

医療法人社団 聖進会 市川東病院 12_千葉県 市川市二俣2丁目14番3号

市川市 八幡ファミリークリニック 12_千葉県 市川市八幡3-27-20

さとう整形外科 12_千葉県 市川市八幡3-27-21

たなか胃腸クリニック 本八幡 12_千葉県 市川市八幡3-3-3 アイビスビルB1

古谷皮膚科クリニック 12_千葉県 市川市八幡4-4-1
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津田眼科医院 12_千葉県 市川市八幡4-4-7-202

大塚医院 12_千葉県 市川市八幡4-9-7

いわはらキッズクリニック 12_千葉県 市川市富浜2-14-4-201

竜崎医院 12_千葉県 市川市富浜2-3-24

いちかわ内科脳神経内科 12_千葉県 市川市平田2-7-2

医療法人社団 わたなべ医院 12_千葉県 市川市奉免町201-5

小林医院 12_千葉県 市川市北方1-9-14 小林メディカルビル

たていし内科 12_千葉県 市川市北方2-5-12

藤巻クリニック 12_千葉県 市川市北方2-7-16

大原ファミリークリニック 12_千葉県 市川市堀之内3-19-30-103

いざなぎクリニック 12_千葉県 市川市堀之内3-23-13

北国分内科皮膚科クリニック 12_千葉県 市川市堀之内3-28-25

行徳総合病院 12_千葉県 市川市本行徳5525番地2

医療法人社団 慈宏会 まさき整形外科 12_千葉県 市川市妙典4-3-10-101

いなだクリニック 12_千葉県 市川市妙典4-3-10 ベルメゾン201

栗原皮フ科クリニック 12_千葉県 市川市妙典4-3-10 ベルメゾン202号

クリニックあらい 12_千葉県 習志野市香澄6-4-4

ほしかわクリニック 12_千葉県 習志野市実籾2-15-23

医療法人社団 和康会 三橋病院 12_千葉県 習志野市実籾2-21-1

習志野腎クリニック 12_千葉県 習志野市実籾5-3-20

社会福祉法人 恩賜財団済生会 千葉県

済生会習志野病院
12_千葉県 習志野市泉町1-1-1

よこやま内科クリニック 12_千葉県 習志野市泉町3-1-5 FA24 習志野ビル3階

津田沼すぎむらクリニック 12_千葉県 習志野市奏の杜1-12-3 MFビル2F

津田沼南クリニック 12_千葉県 習志野市奏の杜3-3-15

医療法人社団 慈奏会 奏の杜耳鼻咽喉

科クリニック
12_千葉県 習志野市奏の杜3-3-17

袖ヶ浦西クリニック 12_千葉県 習志野市袖ヶ浦1-7-4

習志野クリニック 12_千葉県 習志野市袖ヶ浦4-17-3

津田沼ザ・タワークリニック 12_千葉県 習志野市谷津1-15-22 津田沼ザ・タワー1階

津田沼血管クリニック 12_千葉県 習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼2階

津田沼中央総合病院 12_千葉県 習志野市谷津1-9-17

谷津総合クリニック 12_千葉県
習志野市谷津3-12-36 ヤングスピリッツビル

2A

東京湾岸リハビリテーション病院 12_千葉県 習志野市谷津4-1-1

谷津こどもファミリークリニック 12_千葉県 習志野市谷津4丁目6-19 日本調剤谷津ビル2F

医療法人社団 鐘韻会 まきた内科医院 12_千葉県 習志野市谷津5-6-14
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宮尾耳鼻咽喉科 12_千葉県 習志野市津田沼1-21-31

社会医療法人社団菊田会 習志野第一病

院
12_千葉県 習志野市津田沼5-5-25

ひらの医院 12_千葉県 習志野市本大久保1-5-7

松信クリニック 12_千葉県 習志野市本大久保3-5-27

大久保耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 習志野市本大久保3-9-2

北原整形外科 12_千葉県 習志野市本大久保3-9-24

勝浦眼科医院 12_千葉県 勝浦市墨名815-44

日本大学松戸歯学部付属病院 12_千葉県 松戸市栄町西2-870-1

さかの整形外科クリニック 12_千葉県 松戸市下矢切136-2

皆川医院 12_千葉県 松戸市下矢切72

医療法人 明柳会 恩田第2病院 12_千葉県 松戸市金ケ作302番地

医療法人社団 仁友会 宇野医院 12_千葉県 松戸市金ケ作408-290

高田外科胃腸内科 12_千葉県 松戸市古ヶ崎101-2

青木内科 12_千葉県 松戸市古ヶ崎2-3245

松戸第一クリニック 12_千葉県 松戸市五香4-34-3

せき整形外科クリニック 12_千葉県 松戸市五香7-55-1

医療法人社団 博翔会 五香病院 12_千葉県 松戸市五香8丁目40番地1

医療法人社団 成風会 タカハシクリ

ニック
12_千葉県 松戸市幸田2-72

林こどもクリニック 12_千葉県 松戸市根本7-11

兒玉医院 12_千葉県 松戸市三ヶ月1543

医療法人社団 鐵櫻会 シャルムクリ

ニック
12_千葉県 松戸市秋山68-5

東葛眼科 12_千葉県 松戸市小金8-6 大正堂ビル3F

医療法人社団 清志会 山本病院 12_千葉県 松戸市小金きよしケ丘2丁目7番10号

医療法人社団 実幸会 いらはら診療所 12_千葉県 松戸市小金原4-3-2

医)社団皐月会 ながと内科・皮膚科ク

リニック
12_千葉県 松戸市小金原4-9-19

つるこどもクリニック 12_千葉県 松戸市松戸1072-6

松戸しげと眼科 12_千葉県 松戸市松戸1149-1 プラーレ松戸6F

まつど眼科 12_千葉県 松戸市松戸1240-1-101

立原医院(麻酔科・ペインクリニック) 12_千葉県 松戸市松戸1330

もりた内科・眼科クリニック 12_千葉県 松戸市松戸1343-3-1階

松戸中部クリニック 12_千葉県 松戸市松戸2090

島村トータル・ケア・クリニック 12_千葉県 松戸市松戸新田21-2

上本郷レディース整形外科 12_千葉県 松戸市上本郷2672-9 駅ビル1階

松戸呼吸器内科クリニック 12_千葉県 松戸市上本郷2674-8-1F
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医療法人社団 慈西会 西川医院 12_千葉県 松戸市上本郷405

かわな眼科 12_千葉県
松戸市常盤平3-10-1 セブンタウン常盤平店3

階

くぼたクリニック松戸五香 12_千葉県 松戸市常盤平5-17-10

医療法人社団 奈真会 山口眼科 12_千葉県 松戸市常盤平5-17-8

森医院 12_千葉県 松戸市常盤平5-9-17

花輪医院 12_千葉県 松戸市常盤平西窪町9-12

医療法人財団 明理会 新松戸中央総合

病院
12_千葉県 松戸市新松戸1-380

こばやし耳鼻咽喉科 12_千葉県 松戸市新松戸2-115-1 松本ビル5階

医療法人社団松恵会 けやきトータル

クリニック
12_千葉県 松戸市新松戸3-114

医療法人社団護慈会 森内科クリニック 12_千葉県 松戸市新松戸6-125

まばし耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 松戸市西馬橋幸町13 早稲田ビル4階

わざクリニック 12_千葉県 松戸市西馬橋幸町13番地 早稲田ビル2F

医療法人社団 清志会 大倉記念病院 12_千葉県 松戸市大谷口133-1

医療法人社団 わたなべ医院 東松戸 12_千葉県 松戸市東松戸2-26-1

まつもとこどもクリニック 12_千葉県 松戸市東松戸2-5-1 ファインシティ東松戸1F

ひがしまつど小児科 12_千葉県 松戸市東松戸二丁目27番地1

(医)若林胃腸科クリニック 12_千葉県 松戸市二十世紀が丘丸山町50-1

医療法人社団鼎会 八柱三和クリニック 12_千葉県 松戸市日暮1-16-2 日暮ビル2F

医療法人社団清仁会 足立中央クリニッ

ク
12_千葉県 松戸市日暮2-2-1

やばしら眼科 12_千葉県 松戸市日暮2-8-37

こすもす内科クリニック 12_千葉県 松戸市日暮5-194 M-PART4日暮ビル1F

医療法人社団 鼎会 三和病院 12_千葉県 松戸市日暮7-379

医療法人社団 青雲会 恩田メディカル

クリニック
12_千葉県 松戸市馬橋1828番地

守岡小児科医院 12_千葉県 松戸市八ケ崎1-33-3

八ヶ崎山下クリニック 12_千葉県 松戸市八ケ崎6-56-12

津田内科クリニック 12_千葉県 松戸市八ケ崎7-32-11 プチモンド八ケ崎1-A

冨田耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 松戸市北松戸1-1-3

稔台吉田内科クリニック 循環器科 12_千葉県 松戸市稔台1-11-33 セレス稔台1F

クリニック ソワニエ 12_千葉県 松戸市稔台7-2-18

丸山内科医院 12_千葉県 松戸市野菊野6-6-105

廣医会 奥隅医院 12_千葉県 松戸市緑ヶ丘2-285
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永田小児科医院 12_千葉県 松戸市六高台6-93-1

大田クリニック 12_千葉県 成田市ウイング土屋141番池

医療法人社団福朗会 ひらの内科 12_千葉県 成田市ウイング土屋170

矢野医院 12_千葉県 成田市猿山1131

黒田内科診療所 12_千葉県 成田市加良部1-3-2

つかだファミリークリニック 12_千葉県 成田市加良部5-7-2

京増内科クリニック 12_千葉県 成田市花崎町842番地3

岡崎医院 12_千葉県 成田市吉岡15-2

立花・真鍋医院 12_千葉県 成田市橋賀台1-15-4

医療法人社団麗郷会 小田内科医院 12_千葉県 成田市玉造4-42-3

医療法人社団 山崎眼科クリニック 12_千葉県 成田市吾妻3-50-1

いしがみ医院 12_千葉県 成田市公津の杜2-17-7

なかまち泌尿器科クリニック 12_千葉県
成田市公津の杜2-27-5 キュアフォレストⅡ-

202

松岸レディスクリニック 12_千葉県 成田市公津の杜3-43-1

医療法人社団 國手会 藤倉クリニック 

空港クリニック
12_千葉県 成田市幸町483番地

医療法人社団聖母会 聖マリア記念病院 12_千葉県 成田市取香446

鈴木ヒフ科 12_千葉県 成田市上町674

石原医院 12_千葉県 成田市東町157-2

国際医療福祉大学成田病院 12_千葉県 成田市畑ケ田852

医療法人社団 誠仁会 みはま成田クリ

ニック
12_千葉県 成田市飯田町 129-1

成田赤十字病院 12_千葉県 成田市飯田町90番地1

みさと眼科クリニック 12_千葉県 成田市美郷台1-15-1

いとうこどもクリニック 12_千葉県 成田市美郷台1-15-8

石川医院 12_千葉県 成田市並木町野沢台143-97

伊藤医院 12_千葉県 成田市本三里塚78-3

石川医院 12_千葉県 千葉市稲毛区あやめ台1-16-101

医療法人 川島医院 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東2-7-11

小林眼科医院 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東2-7-13

ぴあーすクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東2-9-3

ちば生活習慣病内科クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東3-15-7 第15藤ビル4階

せんげん通りクリニック 12_千葉県
千葉市稲毛区稲毛東3-8-13 丸十・海浜不動産

ビル4F

医療法人社団北滋会 中川産婦人科 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東3-8-20

太田耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東4-2-2

稲毛中央外科医院 12_千葉県 千葉市稲毛区稲毛東4-3-3

125 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

勝又内科医院 12_千葉県 千葉市稲毛区園生町236-12

鈴木内科クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区宮野木町1752-15

新藤医院 12_千葉県 千葉市稲毛区宮野木町2119-10

国立研究開発法人 量子科学技術研究開

発機構  QST病院
12_千葉県 千葉市稲毛区穴川4-9-1

医療法人社団松育会 むらまつクリニッ

ク
12_千葉県 千葉市稲毛区山王町138-4

ぴあーすクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小中台7-20-5

小中台クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小中台町1341-1 中村ビル2階

耳鼻咽喉科サージセンターちば 12_千葉県 千葉市稲毛区小中台町352-1

稲毛サティクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台1-4-20 イオン稲毛店4階

千葉ハートクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-2-2 エヌズクアトロ5A

稲毛とらのこ産婦人科 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-3-15

医療法人社団 駿心会 いなげ腎クリ

ニック
12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-3-15-4F

カヤマ内科泌尿器科クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-4-10 ピアテンビル3F

稲毛整形外科クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-6-5

髙橋こどもクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-8-23 向後ビル102

谷口眼科クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台3-17-12

医療法人社団仁正会 神津医院 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台3-6-1

山田医院 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台4-6-5

田中クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台5-4-15

吉田眼科 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台6-15-7

くろさきこどもクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台6-23-6

稲毛バースクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台6-4-15

千葉健康クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台7-12-1

ぴあーすクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区小仲台7-20-5

医療法人社団 みうらクリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区⾧沼町134

栄光クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区⾧沼町166-1

けいよう内科クリニック 12_千葉県 千葉市稲毛区柏台1-19-112

井原医院 12_千葉県 千葉市稲毛区緑町2-18-7

古川医院 12_千葉県 千葉市花見川区こてはし台1-25-1

小泉医院 12_千葉県 千葉市花見川区さつきが丘2-33-16

眞清クリニック 12_千葉県 千葉市花見川区横戸台14-1

医療法人社団小羊会 千葉横戸クリニッ

ク
12_千葉県 千葉市花見川区横戸町1123-4
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いとう新検見川クリニック 12_千葉県
千葉市花見川区花園1-9-18 クリニックガーデ

ン花園3B

医療法人社団 緑隆会 みどり耳鼻咽喉

科
12_千葉県 千葉市花見川区花園2-1-25 万仁ビル 21 1階

医療法人社団 晴山会 平山病院 12_千葉県 千葉市花見川区花見川1494-3

医療法人 勇優雅会 花見川中央クリ

ニック
12_千葉県 千葉市花見川区花見川3-29-101

おざきクリニック 12_千葉県 千葉市花見川区宮野木台1-5-18

ほしなが耳鼻咽喉科 12_千葉県 千葉市花見川区宮野木台2-5-33

いまにし医院 12_千葉県 千葉市花見川区宮野木台3-28-6

神田耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 千葉市花見川区検見川町3-300-11

藤森小児科 12_千葉県 千葉市花見川区作新大1-6-1

いけだメディカルクリニック 12_千葉県 千葉市花見川区瑞穂3-13-8

あおやぎ眼科 12_千葉県 千葉市花見川区朝日ケ丘5-35-30

坂口医院 12_千葉県 千葉市花見川区⾧作町600-7

ひろ内科クリニック 12_千葉県 千葉市花見川区天戸町1467-7

ひらおか内科クリニック 12_千葉県 千葉市花見川区南花園1-44-8

さこう医院 12_千葉県 千葉市花見川区柏井町1592-6

医療法人社団有相会 最成病院 12_千葉県 千葉市花見川区柏井町800-1

幕張おおで眼科 12_千葉県
千葉市花見川区幕張町 5-417-243 ブランズ幕

張2F

医療法人社団 三水会 北千葉整形外科 12_千葉県 千葉市花見川区幕張町1-7689-1

医療法人杏会 松本クリニック 12_千葉県
千葉市花見川区幕張町5-124-5 アプリコット

ステイツ1階

千葉県勤労者医療協会 千葉健生病院付

属まくはり診療所
12_千葉県 千葉市花見川区幕張町5-392-3

千葉健生病院付属まくはり診療所 健康

管理センター
12_千葉県 千葉市花見川区幕張町5-392-3

千葉県勤労者医療協会 千葉健生病院 12_千葉県 千葉市花見川区幕張町5-392-4

医療法人社団 千秋双葉会  幕張耳鼻咽

喉科
12_千葉県

千葉市花見川区幕張町5-417-222 幕張グリー

ンハイツ BF

幕張キッズクリニック 12_千葉県
千葉市花見川区幕張町5-417-222 幕張グリー

ンハイツ BF

幕張おおで眼科 12_千葉県
千葉市花見川区幕張町5-417-243 ブランズ幕

張2F

医療法人社団 竹田会 武藤医院 12_千葉県 千葉市花見川区幕張町6-131

幕張ももの木クリニック 12_千葉県 千葉市花見川区幕張町6-79-17

本郷内科 12_千葉県
千葉市花見川区幕張本郷1-11-26 リビエール

本郷102
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栗田皮フ科 12_千葉県 千葉市花見川区幕張本郷1-9-26

アリス耳鼻咽喉科 12_千葉県 千葉市花見川区幕張本郷2-36-21-2A

幕張本郷クリニック 12_千葉県 千葉市花見川区幕張本郷3-22-2

本郷並木通り内科・本郷眼科 12_千葉県 千葉市花見川区幕張本郷5-5-16

正岡クリニック 12_千葉県 千葉市花見川区幕張本郷7-22-27

医療法人社団幸有会 幸有会記念病院 12_千葉県 千葉市花見川区犢橋町77-3

清宮医院 12_千葉県 千葉市若宮区桜木7-6-17

髙圓内科医院 12_千葉県 千葉市若葉区みつわ台3-23-94

小松耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 千葉市若葉区みつわ台4-1-6

医療法人社団 梶田医院 12_千葉県 千葉市若葉区みつわ台4-17-5

なかむら医院 12_千葉県 千葉市若葉区みつわ台5-6-11

医療法人社団⾧寿会 ⾧谷川整形外科 12_千葉県 千葉市若葉区加曽利町1603-2

御成台整形外科 12_千葉県 千葉市若葉区御成台1-8-5

医療法人社団 誠馨会 総泉病院 12_千葉県 千葉市若葉区更科町2592

医療法人社団千葉いずみ会 泉中央病院 12_千葉県 千葉市若葉区高根町964-42

高品内科婦人科医院 12_千葉県 千葉市若葉区高品町1589-15

小関医院 12_千葉県 千葉市若葉区桜木1-27-1

あべひろきこどもクリニック 12_千葉県 千葉市若葉区桜木3-9-28

医療法人社団 青草会 篠﨑病院 12_千葉県 千葉市若葉区若松町2120番地

千野整形外科 12_千葉県 千葉市若葉区小倉町1753-10

都賀眼科クリニック 12_千葉県 千葉市若葉区西都賀1-14-6

千葉内科クリニック 12_千葉県 千葉市若葉区西都賀2-11-11

らいむらクリニック 12_千葉県 千葉市若葉区千城台西2-1-3

石渡内科 12_千葉県 千葉市若葉区千城台南3-1-7

平沢小児科 12_千葉県 千葉市若葉区千城台南4-6-2

古川医院 12_千葉県 千葉市若葉区千城台北1-1-11

中山内科クリニック 12_千葉県 千葉市若葉区千城台北3-21-1

久保田医院 12_千葉県 千葉市若葉区大宮台4-2-14

つがクリニック 12_千葉県 千葉市若葉区都賀2-24-1

都賀内科クリニック 12_千葉県 千葉市若葉区都賀3-1-7

医療法人社団 岩鷲会 つばめ耳鼻咽喉

科
12_千葉県 千葉市若葉区都賀3-24-1 MTビル2階

医療法人温和会 たて産婦人科 12_千葉県 千葉市若葉区都賀3-6-18

板谷内科クリニック 12_千葉県 千葉市若葉区都賀3-9-1 都賀M3ビル1F

みぞぶち眼科 12_千葉県 千葉市若葉区都賀3-9-1 都賀M3ビル2F

つが皮膚科医院 12_千葉県 千葉市若葉区都賀3-9-1 都賀M3ビル2階

医療法人社団 中村内科クリニック 12_千葉県 千葉市中央区千葉寺町309-2
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医療法人社団鎮誠会 千葉きぼーるクリ

ニック
12_千葉県 千葉市中央区中央4-5-1

旭町診療所 12_千葉県 千葉市中央区旭町18-5

亘内科医院 12_千葉県 千葉市中央区亀井町12-15

國分クリニック 12_千葉県 千葉市中央区宮崎町235-8

医療法人社団純衛会 越川内科医院 12_千葉県 千葉市中央区港町2-7-1F

医療法人社団福寿会 鷲見医院 12_千葉県 千葉市中央区今井2丁目7番9号

春日会 椎名内科 12_千葉県 千葉市中央区春日2-13-3

西千葉眼科医院 12_千葉県 千葉市中央区春日2-23-5 和幸ビル2F

岡田医院 12_千葉県 千葉市中央区松ケ丘町444

こいで内科消化器科クリニック 12_千葉県 千葉市中央区松ケ丘町73-3

林内科医院 12_千葉県 千葉市中央区松波1-17-5

えりやま内科皮膚科医院 12_千葉県 千葉市中央区松波3-19-8

医療法人社団ヘルスアンドスポーツ会 

鍋島整形外科
12_千葉県 千葉市中央区松波4-23-2

田那村内科小児科医院 12_千葉県 千葉市中央区新宿2-5-21

東京ビジネスクリニックペリエ千葉エ

キナカ
12_千葉県

千葉市中央区新千葉1-1-1 ペリエ千葉エキナ

カ4階フロア

千葉静脈瘤・循環器クリニック 12_千葉県 千葉市中央区新千葉1-4-2 ウェストリオ2-701

千葉県厚生農業協同組合連合会検診室 12_千葉県 千葉市中央区新千葉3-2-6

千葉県がんセンター 12_千葉県 千葉市中央区仁戸名町666-2

千葉市立青葉病院 12_千葉県 千葉市中央区青葉町1273-2

医療法人社団童心会 若杉こどもクリ

ニック
12_千葉県 千葉市中央区千葉寺町1194-3-201

中村内科クリニック 12_千葉県 千葉市中央区千葉寺町309-2

いそむら内科 12_千葉県 千葉市中央区中央4-16-2

武本眼科医院 12_千葉県 千葉市中央区中央4-7-16

みなとこどもクリニック 12_千葉県 千葉市中央区中央港1-22-7-101

千葉みなと病院 12_千葉県 千葉市中央区中央港1-29-1

医療法人社団 清弘会 神田内科医院 12_千葉県 千葉市中央区⾧洲1丁目10番1号

医療法人柏葉会 柏戸病院 12_千葉県 千葉市中央区⾧洲2丁目21番8号

高部内科医院 12_千葉県 千葉市中央区都町1-49-6

都町内科ハートクリニック 12_千葉県 千葉市中央区都町2-4-13

わかばクリニック 12_千葉県 千葉市中央区都町3-32-7

医療法人社団 彤柱会 みやこ整形外科

クリニック
12_千葉県 千葉市中央区都町6丁目3番14号

鍋嶋眼科医院 12_千葉県 千葉市中央区東千葉1-5-8
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医療法人 学而会 木村病院 12_千葉県 千葉市中央区東本町6-19

医療法人社団 福生会 斎藤労災病院 12_千葉県 千葉市中央区道場南1-12-7

医療法人社団 弘恵会 そが内科・小児

科クリニック
12_千葉県

千葉市中央区南町2-16-5 海氣舘蘇我駅前ビル

2階

青光会 今井町診療所 12_千葉県 千葉市中央区白旗2-4-10

寺田クリニック 12_千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル6F

赤坂皮フ科クリニック 12_千葉県 千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階

小浜内科外科クリニック 12_千葉県 千葉市中央区弁天2-21-10

報徳千葉診療所 12_千葉県 千葉市中央区本町1-1-13

澤泉会 矢澤内科医院 12_千葉県 千葉市中央区末広 2-4-15

耳鼻咽喉科なかのクリニック 12_千葉県 千葉市中央区末広2丁目12番14号

ポートスクエア柏戸クリニック 12_千葉県
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタ

ワー22階

大賀医院 12_千葉県 千葉市中央区祐光1-12-5

SleepRestClinic幕張 12_千葉県 千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張5F

自動車事故対策機構千葉療護センター 12_千葉県 千葉市美浜区磯辺3-30-1

千葉県救急医療センター 12_千葉県 千葉市美浜区磯辺3-32-1

千葉市立海浜病院 12_千葉県 千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号

伊藤小児科 12_千葉県 千葉市美浜区磯辺6-5-3

こん内科クリニック 12_千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸5-3-1

幸町中央診療所 12_千葉県 千葉市美浜区幸町2-12-6

医療法人社団小羊会 高洲訪問クリニッ

ク
12_千葉県 千葉市美浜区高洲1-1-13

医療法人社団 光静会 成田医院 12_千葉県 千葉市美浜区高洲2-3-17

たなべ小児科医院 12_千葉県 千葉市美浜区高洲2-3-22

たかはし医院 12_千葉県
千葉市美浜区高洲3-10-1 サンフラワービレッ

ジ稲毛海岸3階

いなげ海岸クリニック 12_千葉県 千葉市美浜区高洲3-14-7 多田屋ビル3F

医療法人社団明順会 瀬古眼科 12_千葉県 千葉市美浜区高洲3-2-17

美浜神経内科 12_千葉県 千葉市美浜区高洲3-23-2 稲毛海岸ビル1F

医療法人社団彩翔会 あそうクリニック 12_千葉県 千葉市美浜区高洲3-23-2 稲毛海岸ビル605

ヘルスケアクリニック川島内科・婦人

科
12_千葉県 千葉市美浜区真砂1-12-11

由宇クリニック 12_千葉県 千葉市美浜区真砂3-13-4 美浜ウイング1F
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深浦内科クリニック 12_千葉県
千葉市美浜区真砂4-1-10 ショッピングセン

ターピア3F

うたせ内科・呼吸器内科 12_千葉県
千葉市美浜区打瀬1-11-1 幕張ベイタウンアム

ゼ2階

医療法人社団 誠仁会 みはま病院 12_千葉県 千葉市美浜区打瀬1-1-5

海浜パーククリニック 12_千葉県 千葉市美浜区打瀬2-1-2-5

幕張ベイクリニック 12_千葉県
千葉市美浜区打瀬2丁目16 パティオス17番街

1F

玉井こどもクリニック 12_千葉県 千葉市美浜区打瀬3-5 マリンフォート2-102

うたせ耳鼻咽喉科・アレルギー科 12_千葉県 千葉市美浜区打瀬3-7-21

医療法人社団 扇心会 幕張マリブクリ

ニック
12_千葉県

千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト

2F

舘野医院 12_千葉県 千葉市美浜区幕張西2-5-3

たみたに小児科 12_千葉県 千葉市美浜区幕張西3-3-1

千葉中央クリニック 12_千葉県 千葉市本千葉町1-1 メデイカルスクエア3F

あすみが丘耳鼻咽喉科・気管食道科 12_千葉県 千葉市緑区あすみが丘1-19-5

医療法人社団緑生会 あらい整形外科 12_千葉県 千葉市緑区あすみが丘1-19-7

とけレディースクリニック 12_千葉県 千葉市緑区あすみが丘3-4-3

あすなろ皮膚科 12_千葉県 千葉市緑区あすみが丘4-4-1

医療法人社団豊心会 中野内科クリニッ

ク
12_千葉県 千葉市緑区あすみが丘7-2-3

ふさま眼科 12_千葉県
千葉市緑区おゆみ野3丁目16番地 ゆみーる鎌

取ショッピングセンター3階

ひらた内科・小児科クリニック 12_千葉県 千葉市緑区おゆみ野5-58-8

医療法人社団 みどりクリニック 12_千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央1-18-3

ゲートウェイクリニックおゆみ野中央 12_千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央2-3-1

花レディースクリニック 12_千葉県 千葉市緑区おゆみ野南3-28-1

医療法人社団淳英会 おゆみの中央病院 12_千葉県 千葉市緑区おゆみ野南6-49-9

やまもとクリニック 12_千葉県 千葉市緑区古市場町101

おりはら耳鼻咽喉科 12_千葉県 千葉市緑区誉田町2-2307

忍足小児科医院 12_千葉県 千葉市緑区誉田町2-2-493

西船耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 船橋市印内町497-2

矢走クリニック 12_千葉県 船橋市夏見1-1-3

船橋夏見の杜クリニック 12_千葉県 船橋市夏見1-5-20

なつみだい眼科 12_千葉県 船橋市夏見台1丁目18-7 夏見台ビル1F

すぎおかクリニック 12_千葉県 船橋市夏見台3-9-25

船橋市立リハビリテーション病院 12_千葉県 船橋市夏見台4-26-1

131 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

トレポンテこどもクリニック 12_千葉県 船橋市夏見町2-566

医療法人社団博葉会 近藤クリニック 12_千葉県 船橋市葛飾町2-337

佐竹耳鼻咽喉科 12_千葉県 船橋市丸山2-18-16

(医・社)協俊会 寺田医院 12_千葉県 船橋市宮本6-26-18

医療法人社団 健仁会 船橋北病院 12_千葉県 船橋市金堀町521-36

船橋行田クリニック 12_千葉県 船橋市行田3-2-23

医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院 12_千葉県 船橋市高根台2-11-1

高根木戸診療所 12_千葉県 船橋市高根台4-23-3

医療法人社団 真順会 おぐち小児科 12_千葉県 船橋市咲が丘3-25-3 ミツヨシビル4階

医療法人社団 嬉泉会 大島記念嬉泉病

院
12_千葉県 船橋市三咲3-5-15

松上医院 12_千葉県 船橋市三咲3-6-10

千葉白報会 総合クリニック ドクター

ランド船橋
12_千葉県 船橋市山手1-1-8

新船橋みみはなのどクリニック 12_千葉県
船橋市山手3-1-12 新船橋クリニックファーム

2F

しんふなキッズクリニック 12_千葉県
船橋市山手3-1-12 新船橋クリニックファーム

2階

公益財団法人復光会 総武病院 12_千葉県 船橋市市場3-3-1

はさま駅前クリニック 12_千葉県 船橋市芝山1-41-1-102

はせがわ内科外科クリニック 12_千葉県
船橋市習志野台1-38-11 北習志野メディカル

プラザ3階

医療法人成春会 花輪病院附属駅前クリ

ニック
12_千葉県 船橋市習志野台2-1-6 北習志野駅前ビル3階

吉田小児科医院 12_千葉県 船橋市習志野台2-34-17

北原産婦人科 12_千葉県 船橋市習志野台2-72-7

医療法人 成春会 北習志野花輪病院 12_千葉県 船橋市習志野台2丁目71番10号

きたなら駅ビル内科クリニック 12_千葉県 船橋市習志野台3-1-1 エキタきたなら3F

山岡内科クリニック 12_千葉県 船橋市習志野台3-13-25-101

トキ皮膚科 12_千葉県 船橋市習志野台3-18-3

たけしファミリークリニック 12_千葉県 船橋市習志野台6-3-25

鈴木レディースクリニック 12_千葉県 船橋市松が丘1-18-5

さんいく会ファミリークリニック 12_千葉県 船橋市松が丘1-5-4

松が丘診療所 12_千葉県 船橋市松が丘2-38-8

医療法人社団麒麟会 若葉クリニック 12_千葉県 船橋市上山町1-156-1

ウェルビーイング内科クリニック船橋

法典
12_千葉県 船橋市上山町1-204-2

医療法人社団うつぎ会 法典クリニック 12_千葉県
船橋市上山町1丁目128番1 ルーラル拾弐番館

2階
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藤田クリニック 12_千葉県 船橋市新高根6-38-8

守田皮フ科クリニック 12_千葉県 船橋市新高根6-38-8

高地内科 12_千葉県 船橋市西習志野3-25-6

本田こどもクリニック 12_千葉県 船橋市西習志野4-11-2

医療法人社団直仁会 横堀クリニック 12_千葉県 船橋市西習志野4-20-16

鵜澤医院 12_千葉県 船橋市西習志野4-23-3

まつうら内科 12_千葉県 船橋市西船2-28-1 大日・西船ビル2階

西船医院 12_千葉県 船橋市西船2丁目21-1

西船橋泌尿器科クリニック 12_千葉県 船橋市西船4-22-1-2階

津田沼IVFクリニック 12_千葉県 船橋市前原西2-17-8

(医)亘樹会 さめじま眼科 12_千葉県 船橋市前原西2-19-1 津田沼パルコB館4階

医療法人 社団 はぎわら内科クリニッ

ク
12_千葉県 船橋市前原西2-33-11

医療法人社団佑仁会 クリニック津田沼 12_千葉県 船橋市前原西2-7-4

深沢医院 12_千葉県 船橋市前原西2-8-3

津田沼診療所 12_千葉県 船橋市前原西2-9-11

さとうクリニック 12_千葉県 船橋市前原西4-17-16

医療法人社団徳照会 いとう耳鼻咽喉科 12_千葉県 船橋市前原東4-13-3 やつや本社ビル3階

医療法人社団孝良会 井上クリニック 12_千葉県 船橋市前原東5-13-4

(医)晟安会 しまね内科クリニック 12_千葉県 船橋市坪井東1-2-25

戸張クリニック 12_千葉県 船橋市田喜野井7-3-13

おおすか整形外科 12_千葉県 船橋市東船橋1-22-8

いのまたこどもクリニック 12_千葉県 船橋市東船橋1-38-1-201

安西クリニック 12_千葉県 船橋市東船橋4-29

土居内科医院 12_千葉県 船橋市東中山1-18-10

南浜診療所 12_千葉県 船橋市南本町6-5

いとう内科循環器科クリニック 12_千葉県 船橋市二宮1-5-4

船橋二和病院附属ふたわ診療所 12_千葉県 船橋市二和東3-16-1

東邦二和クリニック 12_千葉県 船橋市二和東6-17-35

三咲内科クリニック 12_千葉県 船橋市二和東6-44-9

医療法人社団 照彰会 船橋ベイサイド

皮膚科
12_千葉県

船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY西

館3F

医療法人社団 志友会 東京ベイサイド

クリニック
12_千葉県

船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYOーBAY西

館3階

船橋ベイサイド小児科 12_千葉県 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと西館3F

かわい内科クリニック 12_千葉県 船橋市浜町2-2-7 ビビット4F

藤岡皮フ科クリニック 12_千葉県 船橋市本中山2-10-1
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下総中山整形外科クリニック 12_千葉県 船橋市本中山2-10-1 ミレニティ中山4F

医療法人社団 邦桜会 加藤内科クリ

ニック
12_千葉県 船橋市本中山2-10-1 ミレニティ中山4階

小栗原クリニック 12_千葉県 船橋市本中山3-8-16

医療法人社団 蘭友会 石川内科クリ

ニック
12_千葉県

船橋市本中山4-22-10 中山メディカルスクエ

ア2F-3

医療法人社団 碧会 北村小児科 12_千葉県 船橋市本中山7-5-1 ガーデンヒルズ原木

みやもとクリニック 12_千葉県 船橋市本町1ー13ー19

森田クリニック 12_千葉県 船橋市本町1-20-35

医療法人成春会 花輪クリニック 12_千葉県 船橋市本町1-5-1 船橋フェイスビル8F

本橋眼科クリニック 12_千葉県 船橋市本町2-1 スクエア21

医療法人弘仁会 板倉病院 12_千葉県 船橋市本町2-10-1

(医)ヨゼフ会 高木医院 12_千葉県 船橋市本町2-26-24

船橋肛門・胃腸クリニック 12_千葉県 船橋市本町6-18-5 アサヒ船橋ビル2階

いちかわクリニック 12_千葉県 船橋市本町6-2-20 ゼブラ船橋2,3F

船橋本町クリニック 12_千葉県 船橋市本町6-4-24

医療法人弘仁会 板倉サテライトクリ

ニック
12_千葉県 船橋市本町7-1-1 シャポー船橋南館5F

サンメディカル船橋クリニック 12_千葉県 船橋市本町7-5-14 カーサフェリーチェ1F

ほり内科クリニック 12_千葉県 船橋市湊町2-5-6

峰岡クリニック 12_千葉県 船橋市湊町3-3-18

さなだクリニック 12_千葉県 船橋市薬円台5-4-3

医療法人社団清心会 薬円台泌尿器科腎

クリニック
12_千葉県 船橋市薬円台6-1-1 薬園台駅ビル3F

薬円台眼科 12_千葉県 船橋市薬円台6-14-31

小林医院 12_千葉県 船橋市薬円台6丁目1番1号 薬園台駅ビル2階

堀野医院 12_千葉県 船橋市緑台2-6-2-105

かわて医院 12_千葉県 匝瑳市横須賀2815-2

守医院 12_千葉県 匝瑳市椿1268

城之内医院 12_千葉県 匝瑳市東小笹86

国保匝瑳市民病院 12_千葉県 匝瑳市八日市場イ1304

医療法人 明生会 東葉クリニック八日

市場
12_千葉県 匝瑳市八日市場イ16-1

増田産婦人科 12_千葉県 匝瑳市八日市場イ2837

檜垣内科循環器科医院 12_千葉県 匝瑳市八日市場イ56-3

石井医院 12_千葉県 匝瑳市八日市場ハ574-2

医療法人社団松伯会 藤田病院 12_千葉県 匝瑳市八日市場ホ3292番地

九十九里ホーム病院 12_千葉県 匝瑳市飯倉21番地

髙橋医院 12_千葉県 袖ケ浦市横田2624
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医療法人社団弘淳会 田中医院 12_千葉県 袖ケ浦市神納2-10-7

犬丸内科皮膚科クリニック 12_千葉県 袖ケ浦市蔵波台2-28-5

石井内科小児科医院 12_千葉県 袖ケ浦市蔵波台4-13-8

よしだ胃腸内科クリニック 12_千葉県 袖ケ浦市蔵波台6-1-5

医療法人社団慧和会 ⾧浦眼科クリニッ

ク
12_千葉県 袖ケ浦市⾧浦駅前2-1-1

山口医院 12_千葉県 袖ケ浦市奈良輪535-1

内科小児科 菱沼医院 12_千葉県 袖ケ浦市福王台3-1-1

平岡医院 12_千葉県 袖ケ浦市野里1773-1

平岡内科歯科医院 12_千葉県 袖ケ浦市野里1773-1

みずほ台クリニック 12_千葉県 大網白里市みずほ台1-1-25

きららのくにみどりが丘クリニック 12_千葉県 大網白里市みどりが丘3-10-6

錦織メディカルクリニック 12_千葉県 大網白里市みやこ野1-1-5

大網耳鼻咽喉科 12_千葉県 大網白里市みやこ野1-2-1 サエグサビル202

季美の森整形外科 12_千葉県 大網白里市季美の森南1-30-5

おおあみ泌尿器科 12_千葉県 大網白里市駒込1482 サンモールカクガワ1F

かめたに耳鼻咽喉科クリニック 12_千葉県 大網白里市駒込448-1

古内医院 12_千葉県 大網白里市四天木甲16780

東葉クリニック 大網脳神経外科 12_千葉県 大網白里市大網480-2

医療法人社団寿康会 宇野沢医院 12_千葉県 銚子市垣根町1-264

浅利クリニック 12_千葉県 銚子市春日町1246-3

くぼたこどもクリニック 12_千葉県 銚子市小畑新町8200-2

吉野クリニック 12_千葉県 銚子市松岸町4-778-51

介護老人保健施設 なぎさ 12_千葉県 銚子市松岸町4-7785-55

力武医院 12_千葉県 銚子市新生町1-45-22

銚子こころクリニック 12_千葉県 銚子市西芝町13番地7

医療法人厚仁会 内田病院 12_千葉県 銚子市西芝町4-4

海村医院本院 12_千葉県 銚子市双葉町3-19

海村医院分院 12_千葉県 銚子市双葉町6-3

安藤医院 12_千葉県 銚子市東芝町3-15

医療法人社団圭寿会 兒玉病院 12_千葉県 銚子市東芝町6-15

児玉メディカルクリニック 12_千葉県 銚子市豊里台1-1044-21

野口皮膚科クリニック 12_千葉県 銚子市本城町3-57

東京堂クリニック 12_千葉県 銚子市明神町1-62-1

須藤医院 12_千葉県 銚子市和田町1442

KIクリニック 12_千葉県 ⾧生郡一宮町一宮10884-1

藤島クリニック 12_千葉県 ⾧生郡一宮町一宮2446-1

医療法人社団祐門会 ⾧生八積医院 12_千葉県 ⾧生郡⾧生村金田2583

⾧南中央医院 12_千葉県 ⾧生郡⾧南町⾧南2248-1
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医療法人SHIODA塩田記念病院 12_千葉県 ⾧生郡⾧柄町国府里550-1

医療法人社団 酒井医院 12_千葉県 ⾧生郡白子町北高根2389

さかきばら眼科 12_千葉県 東金市東岩崎13-18

医療法人社団鎮誠会 東金整形外科 12_千葉県 東金市東岩崎2-26-14

医療法人社団 浩陽会 西田医院 12_千葉県 東金市東新宿13-7

原医院 12_千葉県 東金市東新宿8-11

青木内科クリニック 12_千葉県 南房総市安馬谷2071

七浦診療所 12_千葉県 南房総市千倉町大川638

生方内科クリニック 12_千葉県 南房総市富浦町原岡137-1

原診療所 12_千葉県 南房総市冨浦町原岡228-1

みよしあかちゃんこどもクリニック 12_千葉県 柏市しいの木台5丁目25-7

医療法人社団 英会 小野医院 12_千葉県 柏市つくしが丘5-9-15

吉野整形外科 12_千葉県 柏市つくしが丘5-9-17

斎藤皮膚科クリニック 12_千葉県 柏市旭町1-4-1 クリエイティブ1ビル2F

手賀の杜クリニック 12_千葉県 柏市岩井987-6

亀甲台内科 12_千葉県 柏市亀甲台町2-3-1

高柳医院 12_千葉県 柏市高柳1-1-1 シャーメゾン高柳102A

高柳消化器内科外科 12_千葉県 柏市高柳471-10

星野ファミリークリニック 12_千葉県 柏市根戸467-103 メディカルプラザ北柏2F

柏厚生総合病院 12_千葉県 柏市篠籠田617

医療法人社団柏興会 おおた眼科 12_千葉県 柏市若柴175 ららぽーと柏の葉1階

みやもとファミリークリニック 12_千葉県 柏市若柴226-41 アベニフ柏の葉2階

柏の葉耳鼻咽喉科クリニック 12_千葉県
柏市若柴276-1中央154-3 パークシティ柏の

葉キャンパスブライトサイト1階1号

大山医院 12_千葉県 柏市若葉町3-25 メゾン倉持1F

ファミリークリニック成島 12_千葉県 柏市宿連寺23-1

柏愛耳鼻咽喉科 12_千葉県 柏市松ヶ崎726-10

おおくら医院 12_千葉県 柏市新柏1-13-10 ニチイケアプラザ柏1階

東洋眼科医院・柏 12_千葉県 柏市千代田1-2-48 アネックス柏ビル5階

いしづか耳鼻咽喉科 12_千葉県 柏市千代田1-4-13

高田内科クリニック 12_千葉県 柏市千代田2-10-8

あらい耳鼻咽喉科クリニック 12_千葉県 柏市増尾1-1-1

勝目クリニック 12_千葉県 柏市増尾7-23-22

柏れんげクリニック 12_千葉県 柏市大山台2-16

やぎぬま眼科 12_千葉県 柏市大山台2-3-1 モラージュ柏Part1-2F209

医療法人社団茂香会 花野井クリニック 12_千葉県 柏市大室1218-6

沼南耳鼻咽喉科アレルギー科医院 12_千葉県 柏市大島田305-5 2F

柏東口よしだクリニック 12_千葉県 柏市中央1-6-1 クレスビル1F
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医療法人社団満葉会くぼのやウィメン

ズホスピタル
12_千葉県 柏市中央2-2-12

中央メディカルクリニック 12_千葉県 柏市中央2-2-18

大塚会平成内科クリニック 12_千葉県 柏市中央町3-1

ぶるーむの風診療所 12_千葉県 柏市中原1817-1

榎本医院 12_千葉県 柏市東中新宿3-5-3

医療法人社団 柏仁会 つのだ医院 12_千葉県 柏市南逆井4-10-1

医療法人社団 子羊会 南柏駅前クリ

ニック
12_千葉県 柏市南柏1-8-16

ふじせ内科クリニック 12_千葉県 柏市南柏中央1-6 宇佐美ビル2F

医療法人社団 大成会 橋本眼科医院 12_千葉県 柏市柏1-1-7 柏池松ビル1階

中野レディースクリニック 12_千葉県 柏市柏2-10-11-1F

しみず眼科 12_千葉県 柏市柏2-8-20 シミズビル2F

東山医院 12_千葉県 柏市柏3-3-3

医療法人 深町病院 12_千葉県 柏市柏4-10-11

天宣会循環器・睡眠呼吸クリニック 12_千葉県 柏市柏4-5-21 3F

柏Handクリニック 12_千葉県 柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル3階

医療法人社団宏生会 クリニック柏の葉 12_千葉県 柏市柏の葉3-1-34

東京大学 柏保健センター 12_千葉県 柏市柏の葉5-1-5

東京慈恵会医科大学附属柏病院 12_千葉県 柏市柏下163-1

医療法人社団天宣会 北柏リハビリ総合

病院
12_千葉県 柏市柏下265

(医)大晟会 大和田ファミリークリニッ

ク
12_千葉県 柏市豊四季301-7

森永胃腸科外科 12_千葉県 柏市豊住4-4-30

医療法人社団 覚瞭会 村田眼科 12_千葉県 柏市豊町2-5-25 イオンモール柏3F

北柏すごう整形外科 12_千葉県 柏市北柏3-1-2

あらい皮フ科 12_千葉県 柏市北柏3-1-2 寺田ビル1F

北柏胃腸科外科 12_千葉県 柏市北柏3-2-6 ロイヤルビル北柏2F

一和多医院 12_千葉県 柏市末広町13-11

(医)順邦会 飯島整形外科 12_千葉県 柏市末広町6-1

藤木医院 12_千葉県 柏市明原1-5-14

ヤマ・クリニック 12_千葉県 柏市明原2-1-9

悠翔会在宅クリニック柏 12_千葉県 柏市明原4-10-12

鈴木医院 12_千葉県 柏市明原4-3-19

(医)新成会 西白井クリニック 12_千葉県 白井市根1778-6

医療法人社団東光会 北総白井病院 12_千葉県 白井市根325-2-1

白井聖仁会病院 12_千葉県 白井市笹塚3-25-2
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医療法人社団 雄明会 ニュータウンク

リニック
12_千葉県 白井市清水口3-25-1

とりうみこどもクリニック 12_千葉県 白井市冨士129-31

晴クリニック皮ふ科・ひ尿器科 12_千葉県 白井市堀込1-2-7

医療法人社団愛聖会  八街こどもクリ

ニック
12_千葉県 八街市東吉田517-57

明生会 東葉クリニック八街 12_千葉県 八街市八街に106-65

高瀬眼科 12_千葉県 八街市八街に121-43

⾧谷川病院 12_千葉県 八街市八街に85

医療法人みつや会 新八街総合病院 12_千葉県 八街市八街ほ137-1

日野耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 八街市八街ほ215-3

医療法人社団晃正会 湯沢クリニック 12_千葉県 八街市八街ほ227-1

粕谷内科医院 12_千葉県 八街市八街ほ234-15

海保病院 12_千葉県 八街市八街ほ386

医療法人社団けやき会 やちまた皮膚科 12_千葉県 八街市八街ほ594-2

医療法人社団あけぼの会 遠藤内科医院 12_千葉県 八街市八街ほ836-2

奥秋内科医院 12_千葉県 八街市文違301-806

医)はっぱ 八千代ももたろうクリニッ

ク
12_千葉県

八千代市ゆりのき台4-1-8 ベェルジェールゆ

りのき2C

おさ眼科医院 12_千葉県 八千代市ゆりのき台5-15-1

田沢耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 八千代市ゆりのき台6-1-1

医)四つ葉会 ゆりのきクリニック 12_千葉県 八千代市萱田2245

中嶋内科クリニック 12_千葉県 八千代市高津850番地134

しま小児科 12_千葉県 八千代市勝田679

医療法人社団藤和会 加藤眼科 12_千葉県 八千代市勝田台1-14-72

勝田台クリニック 12_千葉県 八千代市勝田台1-37-6

川島内科医院 12_千葉県 八千代市勝田台7-30-3

医療法人社団 啓友会 あべこどもクリ

ニック
12_千葉県 八千代市勝田台北1-8-7 KEIYUビル2F

医療法人社団恵仁会 セントマーガレッ

ト病院
12_千葉県 八千代市上高野450

古田医院 12_千葉県 八千代市村上1977-1

勝見産婦人科 12_千葉県 八千代市村上団地1113-1 1-51

八千代村上整形外科 12_千葉県
八千代市村上南1-5-28 SYM THE 

BUILDING4-1-2

さくらがわクリニック 12_千葉県 八千代市村上南5-5-18

さとう内科医院 12_千葉県 八千代市大和田新田251
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東京女子医科大学附属八千代医療セン

ター
12_千葉県 八千代市大和田新田477-96

はなしま泌尿器科クリニック 12_千葉県 八千代市大和田新田510-2 プログレス花通1-A

めぐみ眼科 12_千葉県 八千代市大和田新田76-40

おかざき外科クリニック 12_千葉県 八千代市大和田新田917-6

緑が丘クリニック 12_千葉県 八千代市大和田新田974-1

(医社)明惠会 杉岡小児科 12_千葉県 八千代市八千代台東1-20-7

加藤整形外科 12_千葉県 八千代市八千代台北16-2-11

小羊会 ⾧沼クリニック 12_千葉県 八千代市八千代台北6-11-9

武田整形外科医院 12_千葉県 八千代市八千代台北7-8-11

グリーンヒル鴻野クリニック 12_千葉県
八千代市緑が丘1-2-10 八千代緑が丘シティハ

イツ 101

緑が丘セントラルクリニック 12_千葉県 八千代市緑が丘1-4-1 エスタシオン2F

緑が丘駅前眼科医院 12_千葉県
八千代市緑が丘2-1-3 イオンモール八千代緑

が丘3F

こさか耳鼻咽喉科 12_千葉県 八千代市緑が丘2-20-7

医療法人社団順彩会 おちあい皮膚科ク

リニック
12_千葉県 八千代市緑が丘2-2-11

つばさ眼科クリニック 12_千葉県
八千代市緑が丘3-1-1 リーセントヒルズス

テーションフロント1F

やちよ総合診療クリニック 12_千葉県 八千代市緑が丘西1-15-4

医療法人社団石誠会 さくらクリニック 12_千葉県 富津市下飯野1350-1

あさなぎセントラルクリニック 12_千葉県 富津市大堀1816

医療法人社団三東会 竹内医院 12_千葉県 富津市大堀2-14-15

医療法人社団俊真会 鈴木内科クリニッ

ク
12_千葉県 富津市⾧崎331-3

医療法人社団 明生会 東葉クリニック

エアポート
12_千葉県 富里市七栄127-10

せいの胃腸内科クリニック 12_千葉県 富里市七栄590

龍岡クリニック 12_千葉県 富里市七栄653-73

黒須医院 12_千葉県 富里市十倉44

みやび内科クリニック 12_千葉県 富里市日吉倉572-2

医)優潤会 かなめ整形外科 12_千葉県 富里市日吉台1-11-13

のもと耳鼻咽喉科気管食道科 12_千葉県 富里市日吉台2-4-3 成田コリンズ207

さかもとクリニック 12_千葉県 富里市日吉台2-91-6 和光ビル1階

はる内科小児科クリニック 12_千葉県 富里市日吉台4-16-18

医療法人社団東光会 茂原中央病院 12_千葉県 茂原市下永吉796
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医療法人社団優仁会 ポプラクリニック 12_千葉県 茂原市高師1017

医療法人社団惠翠会 すだ内科医院 12_千葉県 茂原市高師2166

医療法人社団三愛会 君塚病院 12_千葉県 茂原市高師2-8

宍倉病院 12_千葉県 茂原市高師687

医療法人社団優仁会 鈴木神経科病院 12_千葉県 茂原市高師82

伊藤医院 12_千葉県 茂原市高師884

医療法人社団 二和会 わだ内科クリ

ニック
12_千葉県 茂原市高師台2-6-17

矢原耳鼻咽喉科医院 12_千葉県 茂原市高師町2-7-2

三上小児科医院 12_千葉県 茂原市小林2632-1

医療法人社団牧野会 牧野医院 12_千葉県 茂原市千代田町2-1-1

大木医院 12_千葉県 茂原市早野463-3

前田記念腎研究所茂原クリニック 12_千葉県 茂原市大芝114-1

むなかたクリニック 12_千葉県 茂原市大芝599-1

金坂医院 12_千葉県 茂原市中善寺468

医療法人社団澄心会 茂原神経科病院 12_千葉県 茂原市町保34

医療法人社団上総会 山之内病院 12_千葉県 茂原市町保3番地

清水三郎医院 12_千葉県 茂原市東郷1691

医療法人社団 恵生会 三枝医院 12_千葉県 茂原市東部台2-20-1

医療法人社団 萩原会 佐藤江沢耳鼻咽

喉科
12_千葉県 茂原市萩原町3-102

志鎌医院 12_千葉県 茂原市八千代1-1-1

医療法人社団三恵会 育生医院 12_千葉県 茂原市八千代2-12-14

大塚内科 12_千葉県 茂原市八千代3-3-3

医療法人社団徳志会 宮本内科医院 12_千葉県 茂原市緑ヶ丘4-3-3

医療法人社団天榮会 茂原機能クリニッ

ク
12_千葉県 茂原市六ツ野1834-1

ほたるのセントラル内科 12_千葉県 木更津市ほたる野3-30-3

医療法人社団緑の会 嶋田医院 12_千葉県 木更津市永井作1-10-12

医療法人社団種志会 武井整形外科 12_千葉県 木更津市岩根1-1-5

よこすか医院 12_千葉県 木更津市岩根3-10-25

きさらづ循環器内科外科 12_千葉県 木更津市幸町3-1-12

医療法人養真会 上総記念病院 12_千葉県 木更津市新田1-11-25

真舟外科内科クリニック 12_千葉県 木更津市真舟2-4-16

医療法人社団志成会 ロイヤルクリニッ

ク
12_千葉県 木更津市清見台3-6-5

天野医院 12_千葉県 木更津市清川2-21-1

医療法人社団医仁会 だんや小児科 12_千葉県 木更津市請西2丁目4-15
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医療法人社団明竹会 竹内基クリニック 12_千葉県 木更津市請西南4-2-9

森田医院 12_千葉県 木更津市大久保1-8-7

医療法人社団英信会 きさらづ皮膚科ク

リニック
12_千葉県 木更津市大和2-21-16

まきた眼科 12_千葉県 木更津市築地1-4 イオンモール木更津2階

はやさかクリニック 12_千葉県 木更津市畑沢南4-6-17

薬丸病院 12_千葉県 木更津市富士見2-7-1

佐藤クリニック 12_千葉県 木更津市文京6-1-14

医療法人社団順聖会 ワイスクリニック 12_千葉県 木更津市本郷1-12-34

明敬会 重城病院 12_千葉県 木更津市万石341-1

医療法人社団 重城産婦人科小児科 12_千葉県 木更津市万石358

鹿間医院 12_千葉県 木更津市木更津1丁目2番22号

駒医院 12_千葉県 木更津市木更津3-2-28

はたのこどもクリニック 12_千葉県 野田市みずき2-14-4

医療法人社団 圭春会 小張総合病院 12_千葉県 野田市横内29-1

光葉町クリニック 12_千葉県 野田市光葉町1-6 ステーションモール七光台

桜台診療所 12_千葉県 野田市桜台24-2 コージークリニックモール01

はしもと整形外科クリニック 12_千葉県 野田市山崎1179-7

さえぐさ医院 12_千葉県 野田市山崎1385-1

医療法人社団 緩痛会 梅郷痛みと内科

のクリニック
12_千葉県 野田市山崎1850-1

医療法人社団 天宣会 梅郷整形外科ク

リニック
12_千葉県 野田市山崎2785

こだま泌尿器科クリニック 12_千葉県 野田市山崎新町2番11

さいとう眼科 12_千葉県
野田市七光台4-2 イオンタウン野田七光台メ

ディカルモール2F

医療法人社団 桃和会 門倉医院 12_千葉県 野田市上花輪628番地1

しばやま整形外科 12_千葉県 野田市瀬戸12-1

医療法人社団 新村医院 12_千葉県 野田市瀬戸84

山崎外科内科 12_千葉県 野田市清水419

東葛飾病院 12_千葉県 野田市中戸13

スズキ皮フ科内科クリニック 12_千葉県 野田市中根36-1 イオン・ノア店3F

医療法人社団真療会 野田病院 12_千葉県 野田市中里1554-1

川間南口眼科医院 12_千葉県 野田市尾崎 837-56 東葛ビル202号

関宿いちおか眼科 12_千葉県 野田市木間ケ瀬2147-1

関宿中央医院 12_千葉県 野田市木間ケ瀬2423-1
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木野崎病院 12_千葉県 野田市木野崎1561-1

木野崎病院 木野崎介護医療院 12_千葉県 野田市木野崎1561-1

あらい内科クリニック 12_千葉県 野田市野田1226

石井医院 12_千葉県 野田市野田45

愛宕駅前こころのクリニック 12_千葉県 野田市野田787-3 iプラザ2階A

いちおか眼科 12_千葉県 野田市野田787-3 iプラザ3階

啓心会 岡田病院 12_千葉県 野田市柳沢221

はせ眼科 12_千葉県
流山市おおたかの森西1-3-1 おおたかプラザ

ビル301

にしお小児科クリニック 12_千葉県
流山市おおたかの森西1-3-1 おおたかプラザ

ビル303

ライフガーデン中央クリニック 12_千葉県
流山市おおたかの森東1-2-1 流山おおたかの

森403-B

まなみレディースクリニックおおたか

の森
12_千葉県

流山市おおたかの森東1-7-4 おおたかの森ビ

ル1階

医療法人社団おおたかの森ウィメンズ

ケアクリニック
12_千葉県 流山市おおたかの森南二丁目15番地の1

はた整形外科 12_千葉県 流山市おおたかの森北3-2-1

東葛病院付属診療所 12_千葉県 流山市下花輪409-6

医療法人社団ますお会 柏の葉北総病院 12_千葉県 流山市駒木台233-4

駒木台クリニック 12_千葉県 流山市駒木台493-10

江戸川台皮膚科クリニック 12_千葉県 流山市江戸川台西2-141

横田医院 院⾧ 横田勝正 12_千葉県 流山市江戸川台東2-270

医療法人社団響会 中村耳鼻咽喉科クリ

ニック
12_千葉県 流山市江戸川台東2-314

馬場内科医院 12_千葉県 流山市西初石2-12-14

医療法人宙麦会 ひだクリニックセント

ラルパーク
12_千葉県 流山市前平井120 リュージュ001

医療法人社団 いしい眼科 12_千葉県 流山市中野久木511-2

佐藤眼科クリニック 12_千葉県 流山市東初石3-103-34 須藤ビル1階

川﨑レディースクリニック 12_千葉県 流山市東初石4-135-38

うのさわクリニック 12_千葉県 流山市東深井382-20

ひだクリニック 12_千葉県 流山市南流山1-14-7

南流山整形外科 12_千葉県 流山市南流山2-18-4 プロモシオン南流山1F

南流山レディスクリニック 12_千葉県 流山市南流山4-6-9

千葉愛友会記念病院 12_千葉県 流山市鰭ヶ崎1-1

すずき内科クリニック 12_千葉県 流山市平和台4-5-43
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ためがい整形外科クリニック 12_千葉県
流山市平和台4-5-43 平和台メディカルビル

ディング2F

田村内科クリニック 12_千葉県 流山市野々下3-931-35

いなメディカルクリニック 13_東京都 あきる野市伊奈477-1

医療法人社団 厚仁会 奥野医院 13_東京都 あきる野市下代継95-11

医療法人社団 秀仁会 櫻井病院 13_東京都 あきる野市原小宮1丁目14番地11

佐藤内科循環器科クリニック 13_東京都 あきる野市秋川2-5-1

森眼科 13_東京都 あきる野市秋川3-5-5

樋口クリニック 13_東京都 あきる野市秋川3-7-5

あべクリニック 13_東京都 あきる野市瀬戸岡474-6

あきる野総合クリニック 13_東京都 あきる野市草花1439-9

あきるの内科クリニック 13_東京都 あきる野市二宮1011

医療法人社団 桜幸会 さくらクリニッ

ク
13_東京都 あきる野市野辺1003

医療法人社団 大和会 大内病院 13_東京都 足立区西新井5-41-1

田中整形外科 13_東京都 荒川区荒川7-7-18

上野小児科医院 13_東京都 荒川区南千住1-13-22

ときわ台村中眼科 13_東京都 板橋区常盤台1-2-3 新光常盤台ビル4階

光が丘クリニック 13_東京都 板橋区赤塚新町3-32-12-204

医療法人社団 順済会 志村坂クリニッ

ク
13_東京都 板橋区東坂下1-9-5

ひご皮膚科クリニック 13_東京都 大田区西蒲田7-28-6 モチヅキビル2階

ふじみクリニック 13_東京都 大田区大森西3-1-38 マチノマ大森 3階

高砂眼科柴又医院 13_東京都 葛飾区柴又4-9-14

新葛飾ロイヤルクリニック 13_東京都 葛飾区堀切2-66-17

しおかぜクリニック 13_東京都 江東区亀戸6-2-3

浅川医院 13_東京都 江東区木場6-9-8

城田小児科医院 13_東京都 江東区門前仲町1-6-9

医療法人社団 高野会 高野外科胃腸科 13_東京都 小平市小川西町2-25-20

サンタハウスこどもクリニック 13_東京都 品川区小山3-1-2 サンタグリュス武蔵小山1階

医療法人社団 小川医院 13_東京都 品川区中延6-9-18

高梨医院 13_東京都 品川区北品川3-11-17

恵比寿桜十字クリニック 13_東京都 渋谷区東3-9-19 VORT恵比寿maxim B1F

いしい内科・外科クリニック 13_東京都 新宿区西新宿7-1-10 守矢ビル5F

寺尾クリニカ 13_東京都 新宿区百人町3-28-5 グランドヒルズA

医療法人社団 紫芳会 広沢眼科 13_東京都 杉並区久我山5-7-20

よしひさ内科クリニック 13_東京都 杉並区高円寺北3-35-26-1F

ひはらクリニック 13_東京都 世田谷区玉川3-21-10  ﾄﾞﾐﾙﾁｴ1F
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内科総合クリニック人形町 13_東京都
中央区日本橋人形町1-6-10 ユニコム人形町ビ

ル1階

豊海診療所 13_東京都 中央区豊海町2-2-113

杉村レディースクリニック 13_東京都 千代田区五番町2 横山ビルB1

おうじ内科・糖尿病クリニック 13_東京都 中野区中野5丁目26-8

重福医院 13_東京都 中野区野方5-29-5 服部ﾋﾞﾙ2F

しげみつファミリークリニック 13_東京都 西東京市田無町5-4-13

きくかわクリニック内科・老年内科 13_東京都 練馬区光が丘3-9-2 IMA南館2階

医療法人社団美篤会 まつば整形外科 13_東京都
八王子市横山町22-3 メディカルタワー八王子

3階

ジェイタワークリニック 13_東京都 府中市日鋼町1-1 Jタワー

医療法人社団 心緑会 小石川メンタル

クリニック
13_東京都 文京区大塚3-6-5 白井ビル

医療法人社団 南青会 やべ耳鼻咽喉科

表参道
13_東京都 港区南青山5-10-19 青山真洋ビル5階

新井ヒフ科クリニック 13_東京都 目黒区平町1-27-5 フレール2階

奈良橋医院 13_東京都 目黒区中町2-20-7

桜井医院 13_東京都 稲城市押立1254-1

医療法人社団 新晴会 竹田耳鼻咽喉科

気管食道科医院
13_東京都 稲城市向陽台5-4-2

もりこどもクリニック 13_東京都 稲城市若葉台4-18-4

稲城市立病院健診センター 13_東京都 稲城市大丸1171

稲城診療所 13_東京都 稲城市大丸118-1階

医療法人社団 いしがき医院 13_東京都 稲城市大丸3051-1

稲城腎・内科クリニック 13_東京都 稲城市東⾧沼3106-1 ベェルヴェル稲城1F

なかお内科クリニック 13_東京都 稲城市東⾧沼3107-4 京王リトナード稲城3階

菊池医院 13_東京都 稲城市百村103-1

医療法人社団 簡野クリニック 13_東京都 稲城市平尾1-50-20 オービル1階

高クリニック 13_東京都 稲城市平尾1-54-20

平尾内科クリニック 13_東京都 稲城市平尾3-7-26

あいクリニック平尾 13_東京都 稲城市平尾3-7-4 コーシャハイム平尾1階

谷平医院 13_東京都 稲城市矢野口277-2

よみうりランド慶友病院 13_東京都 稲城市矢野口3294

しのづか眼科 13_東京都 稲城市矢野口380-2-103

やのくち小児科アレルギー科 13_東京都 稲城市矢野口724-7 Nビル1F

こせき内科クリニック 13_東京都 稲城市矢野口730-1

松原内科医院 13_東京都 羽村市羽東1-16-3

医療法人社団 天陽会 柳田医院 13_東京都 羽村市羽東1-30-20
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山口内科クリニック 13_東京都 羽村市栄町2-15-4

介護老人保健施設あかしあの里 13_東京都 羽村市玉川2-6-6

よりみつレディースクリニック 13_東京都 羽村市五ノ神1-2-2

羽村ひまわりクリニック 13_東京都 羽村市五ノ神351-30

真鍋クリニック 13_東京都 羽村市小作台2-7-13

わかくさ医院 13_東京都 羽村市小作台2-7-16

医療法人社団 真愛会 双葉クリニック 13_東京都 羽村市双葉町1-1-15-1F

小﨑クリニック 13_東京都 羽村市富士見平1-18 羽村団地24-1

お花茶屋駅前クリニック 13_東京都 葛飾区お花茶屋1-19-1 第弐お花茶屋ビル3階

山口クリニック 13_東京都 葛飾区お花茶屋1-3-4

奥戸皮膚科医院 13_東京都 葛飾区奥戸2-16-7

医療法人社団 睦会 おくど内科クリ

ニック
13_東京都 葛飾区奥戸2-16-7 米山ビル201

いるか耳鼻咽喉科 13_東京都 葛飾区奥戸2-16-7 米山ビル2階

(医)山水会 富田医院 13_東京都 葛飾区奥戸5-1-18

新柴又駅前クリニック 13_東京都 葛飾区鎌倉3-28-13

医療法人社団 皇漢会  東洋堂医院 13_東京都 葛飾区鎌倉4-3-1

葛飾リハビリテーション病院 13_東京都 葛飾区亀有2-18-27

かめありこどもクリニック 13_東京都 葛飾区亀有3-14-9 プリムロウズ島田2F

瀬戸耳鼻咽喉科医院 13_東京都 葛飾区亀有3-16-2

ツルヤ外科内科クリニック 13_東京都 葛飾区亀有3-18-1 鶴屋ビル2F

いなば内科クリニック 13_東京都 葛飾区亀有3-26-2-204

東東京クリニック 13_東京都 葛飾区亀有3-37-17

医療法人社団紀夢会 アリオ大島眼科 13_東京都
葛飾区亀有3-49-3 アリオ亀有アリオモール2

階

中山耳鼻咽喉科 13_東京都 葛飾区亀有3-7-7-301

東部地域病院 13_東京都 葛飾区亀有5-14-1

リリオみみ・はな・のどクリニック 13_東京都 葛飾区亀有三丁目26番1号

亀有病院 13_東京都 葛飾区亀有三丁目36番3号

医療法人社団 玲瓏会 金町中央病院 13_東京都 葛飾区金町1-9-1

加藤医院 13_東京都 葛飾区金町3-20-5

金町耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 葛飾区金町5-31-13

的場医院 13_東京都 葛飾区金町6-13-9-201

的場眼科クリニック 13_東京都 葛飾区金町6-13-9-202

医療法人社団ヴィナシス 金町内科クリ

ニック
13_東京都

葛飾区金町6-2-1 ヴィナシス金町2階ブライト

コート214

おおとし内科クリニック 13_東京都 葛飾区金町6-4-2 ラヴィクレール金町2F

小泉胃腸肛門クリニック 13_東京都 葛飾区金町6-4-3 金町メディカルモール102
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中沢内科胃腸科医院 13_東京都 葛飾区金町6-9-2

医療法人社団 高山整形外科病院 13_東京都 葛飾区金町三丁目4番5号

医療法人社団 健寿会 阿久津医院 13_東京都 葛飾区高砂2-30-21

ハルこころクリニック京成高砂院 13_東京都
葛飾区高砂2-40-5 高砂駅前クリニックモール

301

高砂眼科 13_東京都 葛飾区高砂5-40-12

医療法人社団 啓翔会 黒木整形外科内

科クリニック
13_東京都 葛飾区細田3-29-15

OHANA キッズ・ファミリークリニッ

ク
13_東京都 葛飾区四つ木1-47-10

篠原診療所 13_東京都 葛飾区四つ木4-15-15

ひきふね整形外科クリニック 13_東京都 葛飾区四つ木5-11-10

おぎわら耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 葛飾区柴又1-4-10

医療法人社団 昭仁会 雨宮医院 13_東京都 葛飾区柴又1-43-11

山口医院 13_東京都 葛飾区柴又4-16-2

鈴木医院 13_東京都 葛飾区柴又5-12-29

医療法人社団 高志会 ほりきり整形外

科
13_東京都 葛飾区小菅2-21-18 アビタシオン堀切1F

久保島医院 13_東京都 葛飾区小菅2-25-10

あやせ耳鼻咽喉科医院 13_東京都 葛飾区小菅4-10-6 下井ビル1F

医療法人社団 いつき会 ハートクリ

ニック
13_東京都 葛飾区小菅4-14-5 レインボーヒルズ1階

綾瀬中央診療所 13_東京都 葛飾区小菅4-9-13

社会医療法人社団 順江会 東京綾瀬腎

クリニック
13_東京都 葛飾区小菅4丁目8番2号 ハイネスアヤセⅡ2階

あじろ小児科 13_東京都 葛飾区新宿2-11-15

矢作クリニック 13_東京都 葛飾区新宿2-2-14

にいじゅく組合診療所 13_東京都 葛飾区新宿2-25-6

あさみファミリークリニック 13_東京都 葛飾区新宿3-15-2

医療法人社団常磐会 渡辺昭医院 13_東京都 葛飾区新小岩2-19-15-1F

安齋クリニック 13_東京都 葛飾区新小岩4-8-7

医療法人社団福招会 かつしか野村クリ

ニック
13_東京都 葛飾区水元2-13-6

医療法人社団 愛育苑診療所 13_東京都 葛飾区水元3-13-6

水元医院 13_東京都 葛飾区水元4-22-6

茅野外科内科 13_東京都 葛飾区西亀有2-37-3

青衣クリニック 13_東京都 葛飾区西亀有3-37-13

葛飾南クリニック 13_東京都 葛飾区西新小岩1-3-11 フォーラム新小岩3F

新小岩北口診療所 13_東京都 葛飾区西新小岩1-8-4

146 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾

総合病院
13_東京都 葛飾区西新小岩4-18-1

八木橋眼科医院 13_東京都 葛飾区西新小岩4-36-2

せきやま心療内科神経科医院 13_東京都 葛飾区青戸3-32-13 中川ビル1F

中山耳鼻咽喉科青戸医院 13_東京都 葛飾区青戸3-37-6-3F

中村内科 13_東京都 葛飾区青戸3-39-15 四竃ビル1F

ニュー髙野医科クリニック 13_東京都 葛飾区青戸6-4-24 ぶらうビル201

上野医院 13_東京都 葛飾区東金町1-12-11

医療法人社団 慶風会 増田産婦人科 13_東京都 葛飾区東金町1-13-5

あさの金町クリニック 13_東京都 葛飾区東金町1-18-3

杉沢皮膚科クリニック 13_東京都 葛飾区東金町1-22-7 磯貝ビル302

佐藤整形外科医院 13_東京都 葛飾区東金町1-26-5

嬉泉病院 13_東京都 葛飾区東金町1-35-8

かつしか心身総合クリニック 13_東京都 葛飾区東金町1-41-1 桜井ビル2F

医療法人社団 志嵩会 かなまち慈優ク

リニック
13_東京都 葛飾区東金町1-41-3 第5ウバノビル2F

医療法人社団 金町整形外科 13_東京都 葛飾区東金町2-24-3

医療法人社団 妙仁会 三尾医院 13_東京都 葛飾区東金町3-16-12

杉田眼科 13_東京都 葛飾区東金町3-19-1

田原整形外科医院 13_東京都 葛飾区東金町3-27-9

社会医療法人社団 光仁会 第一病院 13_東京都 葛飾区東金町4-2-10

東金町内科クリニック 13_東京都 葛飾区東金町7丁目5-8-1F

宮川産婦人科 13_東京都 葛飾区東四つ木4-49-10

新小岩すばるクリニック 13_東京都 葛飾区東新小岩2-1-1 リーフコンフォート2階

新小岩駅前総合クリニック 13_東京都 葛飾区東新小岩2-1-1 リーフコンフォート3階

新小岩わんぱくクリニック 13_東京都 葛飾区東新小岩2-1-1 リーフコンフォート3階

医療法人社団 千山会 安倍内科医院 13_東京都 葛飾区東新小岩5-15-3

高橋小児科医院 13_東京都 葛飾区東新小岩5-17-1

たなかがく内科クリニック 13_東京都 葛飾区東新小岩6-2-4

医療法人社団藤福会 小沼医院 13_東京都 葛飾区東水元2-10-2

木下産婦人科医院 13_東京都 葛飾区東堀切1-15-10

医療法人社団博雅会 大江医院 13_東京都 葛飾区東堀切2-5-15

菊島小児科 13_東京都 葛飾区東立石3-24-16

医療法人社団 さくら耳鼻咽喉科クリ

ニック
13_東京都

葛飾区東立石3-25-12 SAKURA GAREDN101

号

安田クリニック 13_東京都 葛飾区東立石4-45-16 ヴィラージュ立石1F
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協立整形 13_東京都 葛飾区白鳥3-13-13

かつしかキュアクリニック 13_東京都 葛飾区白鳥4-10-17 2F

おんだ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都
葛飾区白鳥4-10-17 コープみらい葛飾白鳥店2

階

お花茶屋こどもクリニック 13_東京都 葛飾区宝町2-23-13-115

大山クリニック 13_東京都 葛飾区堀切1-41-9

佐久間レディース&ファミリアクリ

ニック
13_東京都 葛飾区堀切2-54-16

南郷外科・整形外科医院 13_東京都 葛飾区堀切3-17-13

イムスリハビリテーションセンター東

京葛飾病院
13_東京都 葛飾区堀切3-26-5

ばんどうクリニック堀切菖蒲園駅前 13_東京都 葛飾区堀切3丁目7-5 斉藤ビル1階

伊藤メディカルクリニック 13_東京都 葛飾区堀切4-57-5

堀切皮膚科クリニック 13_東京都 葛飾区堀切5-2-3

下千葉診療所 13_東京都 葛飾区堀切7-13-24

医療法人財団慈光会 堀切中央病院 13_東京都 葛飾区堀切7-4-4

医療法人社団明芳会 イムス葛飾ハート

センター
13_東京都 葛飾区堀切三丁目30番1号

立石整形外科 13_東京都 葛飾区立石1-15-3 パインズビル1F

かが内科クリニック 13_東京都 葛飾区立石1-15-5 みずほクリニックモール4F

みずほ眼科 13_東京都 葛飾区立石1-15-5-3階

なかむらケアクリニック 13_東京都 葛飾区立石1-16-3

葛飾赤十字産院 13_東京都 葛飾区立石5-11-12

遠武産婦人科 13_東京都 葛飾区立石6-34-11

立石医院 13_東京都 葛飾区立石7-24-4

高橋内科クリニック 13_東京都 葛飾区立石8-1-2-201

エマオ耳鼻咽喉科医院 13_東京都 葛飾区立石8-9-6

オシダ眼科クリニック 13_東京都
葛飾区立石8丁目1番2号 グレイスカメリア

301号

医療法人社団慶智会 なかぞのクリニッ

ク
13_東京都 江戸川区 一之江7-49-5 IMSクレイドル1階

医療法人社団 中村医院 13_東京都 江戸川区一之江7-29-8

本橋医院 13_東京都 江戸川区一之江8-15-1 エクセルイチノエ1A

ひまわり医院 13_東京都 江戸川区一之江8-15-1 エクセル一之江2F

一之江駅前クリニック 13_東京都 江戸川区一之江8-15-17 クリアウエスト2階

小暮医院 13_東京都 江戸川区興宮町16-13

つちだクリニック 13_東京都 江戸川区江戸川1-51-7 クリアメゾン1F

医)佐々木胃腸科内科医院 13_東京都 江戸川区江戸川3-35-3
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篠崎駅前わんぱくクリニック 13_東京都 江戸川区篠崎2-7-15 エスタシオン1階

篠崎駅前クリニック 13_東京都 江戸川区篠崎町2-7-1

しのざき耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 江戸川区篠崎町2-7-1 イーストハイム篠崎2階

篠崎駅前にこにこクリニック 13_東京都
江戸川区篠崎町2丁目7番地15 エスタシオン篠

崎1階

のりこ小児科医院 13_東京都 江戸川区篠崎町4-32-15

神保消化器内科医院 13_東京都 江戸川区篠崎町7-19-4

いいづか小児科 13_東京都 江戸川区篠崎町7-24-7 ビハーラMIビル2F

春江町クリニック 13_東京都 江戸川区春江町2-48-14

みやクリニック 13_東京都 江戸川区小松川1-5-3-105

同潤会医院 13_東京都 江戸川区松江2-15-11

医療法人社団津端会 京葉病院 13_東京都 江戸川区松江2-43-12

ほさか内科医院 13_東京都 江戸川区松江3-11-8

医療法人社団 同愛会病院 13_東京都 江戸川区松島1-42-21

佐々木内科小児科クリニック 13_東京都 江戸川区松本1-11-3

瑞江すばるクリニック 13_東京都 江戸川区瑞江2-1-15 ⾧塚第一ビル1階

瑞江総合クリニック 13_東京都 江戸川区瑞江2-1-15 ⾧塚第一ビル1階、2階

総愛診療所 13_東京都 江戸川区瑞江4-20-17-2F

医療法人社団 成煌会 瑞江整形外科 13_東京都 江戸川区瑞江4-45-1

タムス耳鼻科クリニック西葛西 13_東京都 江戸川区西葛西3-15-13 第一江の本ビル1階

西葛西わんぱくクリニック 13_東京都 江戸川区西葛西3-15-13 第一江の本ビル2階

西葛西駅前総合クリニック 13_東京都 江戸川区西葛西3-15-13 第一江の本ビル3階

三枝産婦人科医院 13_東京都 江戸川区西葛西3-18-1

なかにし小児科クリニック 13_東京都 江戸川区西葛西5-1-8 トーショービル1F

中鉢内科・呼吸器内科クリニック 13_東京都 江戸川区西葛西6-13-7 第七山秀ビル3F

医療法人社団いつお会 西かさい駅前耳

鼻咽喉科
13_東京都 江戸川区西葛西6-15-8

いとうメンタルクリニック 13_東京都 江戸川区西葛西6-16-4

医療法人社団楠目会 新葛西クリニック 13_東京都 江戸川区西葛西6-19-8

医療法人社団 新和会 篠田眼科クリ

ニック
13_東京都 江戸川区西小岩1-18-12

医療法人社団 靭生会 小岩駅北口クリ

ニック
13_東京都

江戸川区西小岩1-23-2 サンハイツグリーンヒ

ル3階

医療法人社団ゆい トータルケアクリ

ニック
13_東京都 江戸川区西小岩1-25-15 サシバビル1階

福田医院 13_東京都 江戸川区西小岩1-6-14

小菅眼科 13_東京都 江戸川区西小岩3-23-10
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藤医院 13_東京都 江戸川区西小岩3-28-14

みながわクリニック 13_東京都 江戸川区西小岩4-9-5

医療法人社団 げんき会 げんきらいふ

クリニック
13_東京都 江戸川区西瑞江4-1-3

医療法人社団 福仁会 船堀診療所 13_東京都 江戸川区船堀2丁目23番10号

医療法人社団 宗仁会 さくら皮膚科医

院
13_東京都 江戸川区船堀3-5-7 トキビル3F

医療法人社団 宗仁会 さくら医院 13_東京都 江戸川区船堀3-5-7 トキビル3階

船堀南口サザンパーク内科 13_東京都 江戸川区船堀3-8-1 1F

医療法人社団 葛西中央病院 13_東京都 江戸川区船堀7丁目10番3号

医療法人社団 宗仁会 さくら中央医院 13_東京都 江戸川区中央1-3-4 トレンドセンタービル2F

さくら中央皮膚科医院 13_東京都 江戸川区中央1-3-4 トレンドセンタービル3F

モトヤ耳鼻咽喉科 13_東京都 江戸川区中葛西2-4-31

葛西内科皮膚科クリニック 13_東京都 江戸川区中葛西3-16-17 パネフリアドビル1F

かさい駅前耳鼻咽喉科 13_東京都 江戸川区中葛西5-36-12-103

あさくら皮膚科 13_東京都 江戸川区中葛西5-36-12-203

いさやま医院 13_東京都 江戸川区中葛西5-39-2-4F

葛西よこやま内科・呼吸器内科クリ

ニック
13_東京都 江戸川区東葛西5-1-2 第二吉田ビル3階

二木・深谷耳鼻咽喉科医院 13_東京都 江戸川区東葛西5-13-9

柴山泌尿器科・内科クリニック 13_東京都 江戸川区東葛西6-1-17-202

医療法人社団 安藤内科医院 13_東京都 江戸川区東葛西6-15-16

葛西小児科 13_東京都 江戸川区東葛西6-23-17 プレシャスハイム1階

恵仁堂医院 13_東京都 江戸川区東小岩4-10-5

白石医院 13_東京都 江戸川区東小岩4-33-16

東小岩わんぱくクリニック 13_東京都 江戸川区東小岩4-5-2 神奈川ビル1階

小岩すばるクリニック 13_東京都 江戸川区東小岩4-5-2 神奈川ビル2階

東小岩げんきクリニック 13_東京都 江戸川区東小岩4-5-2 神奈川ビル2階

佐藤医院 13_東京都 江戸川区東小岩5-20-12

小岩医院 13_東京都 江戸川区東小岩6-21-5

浅井耳鼻咽喉科医院 13_東京都
江戸川区東瑞江1-27-5 メゾンドコスモビル3

階

谷口内科 13_東京都 江戸川区東瑞江1-27-6-201

みやのこどもクリニック 13_東京都 江戸川区南葛西2-18-27

医療法人社団 多仁会 はるやま小児科 13_東京都 江戸川区南篠崎町2-10-1
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医療法人社団 美友梨会 福田クリニッ

ク
13_東京都 江戸川区南篠崎町2-38-13

瑞江脳神経外科医院 13_東京都 江戸川区南篠崎町3丁目24-2

徳永医院 13_東京都 江戸川区南小岩3-10-10

玉置医院 13_東京都 江戸川区南小岩3-8-1

吉岡医院 13_東京都 江戸川区南小岩5-16-8

渡辺クリニック 13_東京都 江戸川区南小岩5-20-15

あおぞら眼科クリニック小岩 13_東京都 江戸川区南小岩6-25-16

遠藤内科医院 13_東京都 江戸川区南小岩6-30-8

わたなべ眼科クリニック 13_東京都 江戸川区南小岩7-24-15 シャポー小岩B1

今井耳鼻咽喉科医院 13_東京都 江戸川区平井3-22-22

平井すばるクリニック 13_東京都 江戸川区平井3-23-18 光井グランドハイツ1階

平井駅前総合クリニック 13_東京都 江戸川区平井3-23-18 光井グランドハイツ2階

なかた内科循環器科クリニック 13_東京都 江戸川区平井5-14-11 新興ビル1F

平井皮膚科クリニック 13_東京都 江戸川区平井5-14-3 パークサイドアダチ1F

仁愛堂クリニック 13_東京都 江戸川区平井6-15-14

たんぽぽ・水野耳鼻咽喉科医院 13_東京都 江戸川区北葛西4-1-45 カーサ控井2F

くれもとクリニック 13_東京都 江戸川区北葛西4-1-45-102

森山記念病院 13_東京都 江戸川区北葛西四丁目3番1号

医療法人社団 泰正会 成光堂クリニッ

ク
13_東京都 江戸川区北小岩2-7-6

皆川内科小児科 13_東京都 江戸川区北小岩2-9-12

目々澤醫院 13_東京都 江戸川区北小岩4-5-8

田中眼科 13_東京都 江戸川区北小岩6-11-1

たんぽぽ眼科 13_東京都
江戸川区北小岩6-15-5 小岩メディカルセン

タービル4F

ながきこどもクリニック 13_東京都 江戸川区北小岩6-15-5-3F

医療法人社団 黄耆会 京谷医院 13_東京都 江戸川区北小岩6-17-7

医)同仁内科医院 13_東京都 江戸川区北小岩6-39-3

小岩診療所 13_東京都 江戸川区北小岩6-8-13

医療法人社団慶津会 江戸川ふれあいク

リニック
13_東京都 江戸川区本一色3ー6ー4 せらび江戸川1階

医療法人社団慈江会 住吉内科消化器内

科クリニック
13_東京都 江東区猿江2-16-5 住吉メディカルモール3F

福井クリニック 13_東京都 江東区猿江2-6-11

ゆき耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 江東区塩浜2-5-23-104

あべ眼科クリニック 13_東京都 江東区牡丹3-22-3
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正井診療所 13_東京都 江東区海辺12-11

医療法人社団順立会 五ノ橋クリニック 13_東京都 江東区亀戸1-28-8

高橋眼科医院 13_東京都 江東区亀戸2-15-8

佐藤整形外科 13_東京都 江東区亀戸2-34-2

亀戸キッズクリニック 13_東京都 江東区亀戸2-42-5 くらまえ三洋ビル2階

医療法人社団 清湘会 清湘会記念病院 13_東京都 江東区亀戸2丁目17号24番

わらび内科・ペインクリニック 13_東京都 江東区亀戸3-2-13

医療法人社団 河仁会 河野外科医院 13_東京都 江東区亀戸4-17-8

百合レディスクリニック 13_東京都 江東区亀戸4-18-4 亀戸メディカルビル5F

おおつき眼科 13_東京都 江東区亀戸5-3-2 サンタモニカ亀戸2F

五の橋レディスクリニック 13_東京都 江東区亀戸6-26-5 日土地亀戸ビル8階

医療法人社団 日健会 大野内科診療所 13_東京都 江東区亀戸6-56-15 3階

眼科亀戸クリニック 13_東京都 江東区亀戸6-58-12 Y&S亀戸共同ビル3階

豊島医院 13_東京都 江東区亀戸8-8-8

医療法人社団 禎美会 佐藤皮膚科 13_東京都 江東区高橋13-15-3F

医療法人社団 済世会 望月内科クリ

ニック
13_東京都 江東区高橋13-2 ヴィラロイヤル森下1F

医療法人社団 同友会 深川クリニック 13_東京都 江東区三好2-15-10

扇橋診療所 13_東京都 江東区三好4-7-10-102

医療法人 青峰会 くじらホスピタル 13_東京都 江東区枝川3-8-25

医療法人社団理仁会 ツインタワーすみ

としクリニック
13_東京都 江東区住吉1-19-1 ツインタワーすみとし204

あそか病院 13_東京都 江東区住吉1丁目18-1

南砂町リウマチ科整形外科 13_東京都 江東区新砂3-1-9 1階

NEC健康管理センター 新木場健康管理

室
13_東京都

江東区新木場1-18-6 新木場センタービル

3F(海側B)

こさかレディースクリニック 13_東京都 江東区森下1-12-12

森下駅前眼科 13_東京都 江東区森下1-13-9-101

中沢内科 13_東京都 江東区森下4-11-5 東和第二ビル

深川耳鼻咽喉科 13_東京都 江東区深川1-5-8 深川ユニハイツ2階

医療法人社団 優真会 ふるたに医院 13_東京都 江東区清澄3-4-11 サイネックスビル2F

フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 13_東京都 江東区青海2-3-23-1F

森井整形外科 13_東京都 江東区千田13-13

小林内科クリニック 13_東京都 江東区扇橋2-17-5

城東クリニック 13_東京都 江東区扇橋3-5-7 リバーサイド奥村101

医療法人社団駿圭美会 水谷皮フ科ク

リニック
13_東京都 江東区大島1-1-5 VIP大島2階
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医療法人敦保会 エリゼこどもクリニッ

ク
13_東京都

江東区大島1-2-2 ザ・ガーデンタワーズサン

セットタワー102

うすい眼科 13_東京都 江東区大島1-33-12 西大島和田ビル3F

五の橋タワークリニック 13_東京都 江東区大島2-33-10 プラウドタワー亀戸1F

西大島クリニック 13_東京都 江東区大島2-37-9

上白土医院 13_東京都 江東区大島3-31-18

小林クリニック 13_東京都 江東区大島4-1-6-105

藤川内科・呼吸器内科クリニック 13_東京都 江東区大島4-6-21 西大島ビューハイツ101号

大島医院 13_東京都 江東区大島4-8-14

いのうえ整形外科 13_東京都 江東区大島5-32-5 1F

小林整形外科医院 13_東京都 江東区大島5-46-4 小林ビル2F

宮方クリニック 13_東京都 江東区大島6-9-11

医療法人社団星康会 星医院 13_東京都 江東区大島7-36-4

あかねクリニック 13_東京都 江東区大島7-38-15

中の橋クリニック 13_東京都 江東区大島7-7-1

三上整形外科医院 13_東京都 江東区大島8-23-6

よし耳鼻咽喉科 13_東京都 江東区大島9-3-16 メトロプラザ1階

笠井小児クリニック 13_東京都 江東区大島9-5-1 コアシティ・東大島103

オビ内科クリニック 13_東京都 江東区潮見2-1-10

東雲クリニック 13_東京都 江東区東雲1-8-17 コートドゥ⾧谷川2-102号

いよりこどもクリニック 13_東京都
江東区東雲1-9-10 イオン東雲ショッピングセ

ンター2F

のずえ小児科 13_東京都 江東区東雲1-9-11-102

かしわぎクリニック 13_東京都 江東区東雲1-9-21-102

たかすな内科・胃腸内科クリニック 13_東京都 江東区東雲1-9-22-103

愛和病院 13_東京都 江東区東砂4-20-2

田尻整形外科 13_東京都 江東区東砂4-22-1

みやたけクリニック 13_東京都 江東区東砂4-23-6

わたなべ内科胃腸科 13_東京都 江東区東砂7-19-13 ベルコモン南砂102

まるやま皮膚科クリニック 13_東京都 江東区東砂7-19-13-301

なおやこどもクリニック 13_東京都 江東区東砂7-19-13 ベルコモン南砂201

金子クリニック 13_東京都 江東区東砂8-19-13

タウンセンタークリニック 13_東京都 江東区東陽2-3-16-116

クリニック東陽町 13_東京都 江東区東陽2-4-26

みつはたペインクリニック 13_東京都 江東区東陽2-4-26 飯田ビル3階

こどもクリニックさとう 13_東京都 江東区東陽2-4-29-2F

太陽ビルクリニック 13_東京都 江東区東陽3-23-6
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東陽町すばるクリニック 13_東京都 江東区東陽3-27-17 信栄実業本社ビル2階

東陽町駅前クリニック 13_東京都 江東区東陽3-27-17 ⾧谷川ビル3階

東陽パークサイドクリニック 13_東京都 江東区東陽3-27-32 玉河ビル4F

杉本整形外科クリニック 13_東京都 江東区東陽3-27-32 玉河ビル6階

木場整形外科 13_東京都 江東区東陽3-3-6 前川ビル3F

医療法人社団 佑幸会 森崎医院 13_東京都 江東区東陽4-10-2-1F

さくらハートクリニック 13_東京都 江東区東陽4-5-15 東陽町サンキビル3F

とのうち耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 江東区東陽町2-3-1

東京イースト21クリニック 13_東京都
江東区東陽六丁目3番2号 東京イースト21内

イーストタワー2階202のA

医療法人社団 藤﨑病院 13_東京都 江東区南砂1-25-11

鈴木医院 13_東京都 江東区南砂1-9-9

おかもとこどもクリニック 13_東京都 江東区南砂2-32-5 センタービレッジ南砂2F

東陽町南砂みやけ内科 13_東京都 江東区南砂2-32-5 センタービレッジ南砂2階

医療法人社団おくむら医院 13_東京都 江東区南砂2-6-3 サンライズ東陽2階

砂町耳鼻咽喉科 13_東京都 江東区南砂4-18-3 ユタカビル2階

医療法人社団しらゆり会 13_東京都 江東区南砂6-1-11

柳瀬クリニック 13_東京都 江東区南砂7-1-25 南砂公園ガーデニア206

寿康会診療所 13_東京都 江東区南砂7-13-5

中澤医院 13_東京都 江東区南砂7-4-4

しらかわ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 江東区白河3-4-3-202

清澄白河ファミリークリニック 13_東京都 江東区白河3丁目4番3号205

船山内科 13_東京都
江東区富岡1-13-14 リブリヴィラクリヤマⅡ 

1階

豊洲ベイシティクリニック耳鼻咽喉科 13_東京都
江東区豊洲2-2-1 アーバンドックららぽーと3 

4F

けいこ豊洲こどもクリニック 13_東京都
江東区豊洲2-5-3 パークシティ豊洲コートC棟

1F

MIZENクリニック豊洲 13_東京都 江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント1階

医療法人社団TIK 大手町さくらクリ

ニックin豊洲
13_東京都 江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント201

有明こどもクリニック 13_東京都 江東区豊洲5-5-25 昭和大学豊洲寮1階

タムスファミリークリニック豊洲 13_東京都
江東区豊洲二丁目2-1 アーバンドック らら

ぽーと豊洲3/4階

岡村耳鼻咽喉科医院 13_東京都 江東区北砂2-13-12

荒木医院 13_東京都 江東区北砂2-14-17

協和メディカルクリニック 13_東京都 江東区北砂2-15-40

砂町眼科 13_東京都 江東区北砂3-1-1
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柳沢ファミリークリニック 13_東京都 江東区北砂5-14-3

北原診療所 13_東京都 江東区北砂5-16-1

五味皮フ科 13_東京都
江東区北砂5-20-8 北砂五丁目団地8号棟1階E

区画

砂町銀座はた耳鼻咽喉科 13_東京都 江東区北砂5-7-2

医療法人社団共咲会 サワイメディカル

クリニック
13_東京都 江東区北砂6-27-17

正木医院 13_東京都 江東区北砂7-1-25

医療法人社団 平生会 神原医院 13_東京都 江東区北砂7-3-17

日本予防医学協会 附属診療所 ウエル

ビーイング毛利
13_東京都 江東区毛利1-19-10 江間忠錦糸町ビル

きせん眼科 13_東京都 江東区木場1-5-30-2F

深川ギャザリアクリニック 13_東京都 江東区木場1丁目5-25

鈴木クリニック 13_東京都 江東区木場2-19-2  H・R・Hビル3階

東峯婦人クリニック 13_東京都 江東区木場5-3-10

藤川クリニック 13_東京都 江東区木場5-3-7 東寿会ビル6F

有明みんなクリニック有明ガーデン院 13_東京都 江東区有明2-1-7-1F

ベビースマイルレディースクリニック

有明
13_東京都 江東区有明2-1-8 有明ガーデン4階

医療法人 恵仁会 松島クリニック汐留 13_東京都 港区海岸1-1-1

浜松町ハマサイトクリニック 13_東京都 港区海岸1-2-20 汐留ビルデイング2階

東京港診療所 13_東京都 港区海岸3-9-5

元麻布ヒルズメディカルクリニック 13_東京都
港区元麻布1-3-3 元麻布ヒルズフォレストテ

ラスウエストB1

赤枝六本木診療所 13_東京都 港区元麻布3-1-30

虎ノ門とうまクリニック 13_東京都 港区虎ノ門1-1-16 虎ノ門中央ビル4階

霞ヶ関診療所 13_東京都
港区虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル2

階

虎の門耳鼻科クリニック 13_東京都 港区虎ノ門1-1-25

医療法人社団 泰山会  虎の門診療所 13_東京都 港区虎ノ門1-1-25  5階

神谷町クリニック 13_東京都 港区虎ノ門3-17-1 TOKYUREIT虎ノ門ビル1F

岩﨑眼科医院 13_東京都 港区虎ノ門3-17-1 TOKYUREIT虎ノ門ビル1F

神谷町ヒルサイドクリニック 13_東京都 港区虎ノ門4-1-7 第一松阪ビル2階

神谷町スキンケアクリニック 13_東京都 港区虎ノ門5-13-7-2階

品川シーズンテラス健診クリニック 13_東京都 港区港南1-2-70 品川シーズンテラス5階

155 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人社団 豊穣会 品川ベイ・サイ

ド眼科
13_東京都 港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー3F

同友会 品川クリニック 13_東京都
港区港南2-16-3 グランドセントラルタワー1

階

皮膚科クリニックいとう 13_東京都 港区港南2-16-7 品川Ⅴタワー101-A

品川Vタワー整形外科 13_東京都 港区港南2-16-7 品川Vタワー1階

浅田レディース品川クリニック 13_東京都 港区港南2-3-13 品川フロントビル3F

品川駅前メンタルクリニック 13_東京都 港区港南2-6-7 大善ビル3階・4階

ワールドシティ益子クリニック 13_東京都 港区港南4-6-7 キャピタルタワー3階

高輪内科クリニック 13_東京都 港区高輪1-16-4

ぽれぽれクリニック 13_東京都 港区高輪1-5-21-4階

高輪整形外科クリニック 13_東京都 港区高輪2-15-8 グレイスビル泉岳寺前5F

口羽医院 13_東京都 港区高輪3-7-7 ピアース高輪1F

医療法人アズロード 高輪台整形外科ク

リニック
13_東京都

港区高輪3-8-17 メディカルプライム高輪

5F(受付)・4F(リハ)

三田国際ビルクリニック 13_東京都 港区三田1-4-28 三田国際ビル3F

国際医療福祉大学三田病院 13_東京都 港区三田1-4-3

東京都済生会中央病院 13_東京都 港区三田一丁目4番17号

芝公園かみやまクリニック 13_東京都 港区芝2-9-10 ダイユウビル1F

赤塚医院 13_東京都 港区芝3-6-9 芝公園プラザビル2F

しば胃腸こうもんクリニック 13_東京都 港区芝4-11-15 KTビル3F

菅沼三田診療所 13_東京都 港区芝5-19-5 JP田町1F

三田眼科 13_東京都 港区芝5-32-9

総合母子保健センター愛育病院 13_東京都 港区芝浦1-16-10

クリニックフォア田町 13_東京都 港区芝浦3-1-32 なぎさテラス4F

田町芝浦耳鼻咽喉科 13_東京都 港区芝浦3-19-19 オー・アイ・芝浦2F

有明こどもクリニック 田町芝浦院 13_東京都 港区芝浦3-2-28  HTアジール芝浦1階

芝浦アイランド内科クリニック 13_東京都
港区芝浦4丁目20番4号 芝浦アイランドブルー

ムホームズ2階

藏本内科クリニック 13_東京都 港区芝公園1-7-15 池田ビル1階

ケイセイ会パークサイドクリニック 13_東京都 港区芝公園2-6-8 日本女子会館2F

浜松町メンタルクリニック 13_東京都 港区芝大門1-14-10 宮川ビルB1

グッドスリープ・クリニック 13_東京都 港区芝大門2-10-1 第一大門ビル1F

浜松町メディカルクリニック 13_東京都 港区芝大門2-3-11 芝清水ビル1階

森野クリニック 13_東京都 港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル7F

クリニックフォア新橋 13_東京都 港区新橋1-4-5 ヒューリックG10ビル 9F

みま眼科 13_東京都 港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル2階

新橋烏森整形外科 13_東京都 港区新橋2-15-7 S-PLAZA弥生2F
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ヤマウチクリニック 13_東京都 港区新橋2-16-1-429

汐留みらいクリニック 13_東京都 港区新橋2-19-2 リプロ新橋ビル3F

新橋青木クリニック 13_東京都 港区新橋3-23-4

新橋クリニック 13_東京都 港区新橋5-15-5 交通ビル2F

芝診療所 13_東京都 港区新橋6-19-21

医療法人社団 虎の門小澤クリニック 13_東京都 港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル1F

虎ノ門せりざわ内科 13_東京都 港区西新橋1-22-5 モリヤビル2階

藤美クリニック 13_東京都 港区西新橋1-24-16 平和ビル6階

富永クリニック眼科 13_東京都 港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア3F 304区

日比谷川畑診療室 13_東京都 港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア3階

公益財団法人 日産厚生会診療所 13_東京都
港区西新橋1丁目2番9号 日比谷セントラルビ

ル

西新橋みむろクリニック 13_東京都 港区西新橋1丁目5-9 TSビル4F

医療法人社団 進興会 セラヴィ新橋ク

リニック
13_東京都 港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビル5F

愛宕アイクリニック 13_東京都 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル3階

西麻布ヒフ・形成外科 13_東京都 港区西麻布1-1-1 EDGEビル6階

岡部医院 13_東京都 港区西麻布2-24-12

ウスイ内科クリニック 13_東京都
港区西麻布3-2-21 センチュリオン六本木タ

ワー5階

吉田医院 13_東京都 港区西麻布3-24-24

溜池眼科医院 13_東京都 港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオンビル1階

高須クリニック東京院 13_東京都 港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館12F

赤坂ファミリークリニック 13_東京都 港区赤坂2-15-15 赤坂プラザビル3階

医療法人社団順幸会 小林メディカルク

リニック東京
13_東京都 港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ2階

大星クリニック 13_東京都 港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビルB1

医療法人社団 成章会 岩沢医院 13_東京都 港区赤坂3-1-16

医療法人社団 泰山会 赤坂中央クリ

ニック
13_東京都 港区赤坂3-21-16 SKI赤坂ビル2階

医療法人社団 OMI 赤坂内視鏡クリ

ニック
13_東京都 港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル5F

赤坂山王メディカルセンター 13_東京都 港区赤坂4-1-26W棟

赤ちゃんのあたまのかたちクリニック 13_東京都 港区赤坂4-7-15 赤坂丹後ビル1F

医療法人財団順和会 山王病院 13_東京都 港区赤坂8-10-16

医療法人社団 赤坂記念小澁会メディカ

ルスクエア赤坂
13_東京都 港区赤坂二丁目17番17号
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お台場クリニック 13_東京都 港区台場1-5-7-105

お台場海浜公園 虹橋クリニック 13_東京都
港区台場2丁目2番4号 台場クリニックモール2

階

医療法人社団 ゆうあい会  ゆうあいク

リニック台場
13_東京都 港区台場二丁目2番4号

古川医院 13_東京都 港区東麻布3-7-13

新青山クリニック 13_東京都 港区南青山1-1-1 新青山ビル西館3階

医療法人社団 眞弓会 まゆみクリニッ

ク
13_東京都 港区南青山2-11-14 イチーズビル2階

藤田クリニック 13_東京都
港区南青山2-22-19 アドバンテック南青山ビ

ル7階

医療法人社団 行基会 川村総合診療院 13_東京都 港区南青山2-26-35 青山KKビル7F

青山杵渕クリニック 13_東京都 港区南青山2-9-2 3階

工藤眼科クリニック 13_東京都 港区南青山3-18-17 エイジービル2F

南青山さとう内科 13_東京都 港区南青山6-12-11

ガーデンクリニック広尾 13_東京都 港区南青山7-14-7-2F 南青NSビル

南青山内科クリニック 13_東京都 港区南青山7-8-8  南青山ロイアルハイツ101

吉田整形外科 13_東京都 港区南麻布2-14-19 オキノビル1F

おくつ整形外科クリニック 13_東京都 港区南麻布5-10-24 第二佐野ビル3F

しろかねたかなわクリニック 13_東京都 港区白金1-13-11

白金三光クリニック 13_東京都 港区白金1-25-31 レジデンス白金102

耳鼻咽喉科望月医院 13_東京都 港区白金3-10-18

白金クリニック 13_東京都 港区白金6-22-12

高輪台出川循環器・内科クリニック 13_東京都 港区白金台2-11-8 永昌高輪台ビル3階

医療法人Bambini クリニックばんびい

に
13_東京都 港区白金台3-16-13 5F

白金台皮膚科 13_東京都 港区白金台3-16-8 2F クレール白金台

鈴木医院 13_東京都 港区白金台4-12-11

白金台診療所 13_東京都 港区白金台5-18-6

医療法人社団 天宣会 汐留健診クリ

ニック
13_東京都 港区浜松町1-17-10

金杉橋クリニック 13_東京都 港区浜松町2-13-4 KTビル3F

浜松町皮フ科クリニック 13_東京都 港区浜松町2-3-1 日本生命クレアタワー4階

浜松町アイクリニック 13_東京都
港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタ

ワー4F

ながさき内科医院 13_東京都
港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタ

ワー4階

おかだスマイルクリニック 13_東京都
港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタ

ワー4階
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医療法人社団 敬雅会 かたつむりクリ

ニック
13_東京都

港区浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタ

ワー4階

アットホーム表参道クリニック 13_東京都 港区北青山2-12-31 第3イノセビル 2階

表参道美容外科クリニック 13_東京都 港区北青山3-10-9 川島ビル8階

仁保医院 13_東京都 港区北青山3-2-5 NH青山ビル3階

医療法人社団 南青山 アイクリニック 13_東京都 港区北青山3-3-11 ルネ青山ビル4F

中井診療所 13_東京都 港区北青山3-3-7-102

医療法人社団 プラス会 赤井クリニッ

ク
13_東京都 港区北青山3-5-17 KNKビル 3階

衣理クリニック表参道 13_東京都 港区北青山3-5-30 入来ビル4.5F

アットホーム表参道クリニック 13_東京都 港区北青山3-5-6 青朋ビル別館1階

医療法人社団Veritas Medical Partners 

麻布医院
13_東京都 港区麻布十番1-11-1

麻布モンテアールレディースクリニッ

ク
13_東京都

港区麻布十番1-5-18 カートブラン麻布十番3

階

麻布十番眼科 13_東京都 港区麻布十番2-18-8 アサミビル4階

サニーガーデンこどもクリニック 13_東京都 港区麻布十番2-18-8-6F

中村麻布十番クリニック 13_東京都 港区麻布十番2-2-10 麻布十番スクエア2階

小田原医院 13_東京都 港区麻布十番3-11-12 仙台坂オークヒルズ2F

丸茂レディースクリニック 13_東京都 港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー4F

六本木 柴眼科 13_東京都 港区六本木1-7-28 落合麻布台ビル201

新赤坂クリニック 13_東京都 港区六本木5-5-1 ロア六本木共同ビル11階

六本木ヒルズレジデンス健康相談クリ

ニック
13_東京都

港区六本木6-12-3六本木ヒルズレジデンスC

棟5F

鴨下眼科クリニック 13_東京都 港区六本木7-15-14 塩業ビル4階

荒川整形外科リハビリテーションクリ

ニック
13_東京都 荒川区荒川1-17-14

医療法人社団 清心会 清水医院 13_東京都 荒川区荒川1-4-14

医療法人社団 水野クリニック 13_東京都 荒川区荒川1-49-2

医療法人社団 佐藤クリニック 13_東京都 荒川区荒川1-7-6

医療法人社団 杏精会 岡田病院 13_東京都 荒川区荒川5-3-1

佐久間耳鼻科クリニック 13_東京都 荒川区荒川6-70-12-204

竹内病院 13_東京都 荒川区荒川6-7-8

医療法人社団 三河島眼科医院 西日暮

里眼科
13_東京都 荒川区西日暮里1-18-2

おいぬま内科 13_東京都 荒川区西日暮里1-52-1

白十字診療所 13_東京都 荒川区西日暮里2-19-10 日暮里KSビル3F

倉岡クリニック 13_東京都 荒川区西日暮里4-21-12 クリスタルビル2F
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小林皮膚科医院 13_東京都 荒川区西日暮里4-22-2

西日暮里駅前こさか眼科 13_東京都 荒川区西日暮里5-14-1-4F

西日暮里クリニック 13_東京都 荒川区西日暮里5-24-7

ひろせ内科外科クリニック 13_東京都
荒川区西日暮里5-27-2 グリーンリーフオオツ

カ2階

小島医院 13_東京都 荒川区西日暮里6-57-2

東京女子医科大学東医療センター 13_東京都 荒川区西尾久2-1-10

まる福ホームクリニック 13_東京都 荒川区西尾久4-27-3

西尾久クリニック 13_東京都 荒川区西尾久6-15-5

車庫前こころのクリニック 13_東京都 荒川区西尾久7-50-6 三博ビル1階

女性とこころのクリニック 13_東京都
荒川区町屋1-1-9 メディカルセンターMedium

町屋4階

堀メディカルクリニック・KBメディカ

ルドック
13_東京都

荒川区町屋1-1-9 メディカルセンターMedium

町屋

神谷皮膚科 13_東京都 荒川区町屋1-7-3

かのう耳鼻咽喉科 13_東京都 荒川区町屋2-2-21 第3小田ビル2F

社会医療法人社団 一成会 木村病院 13_東京都 荒川区町屋2-3-7

医療法人社団 公尽会 さいとうクリ

ニック
13_東京都 荒川区町屋2-6-14

加藤産婦人科医院 13_東京都 荒川区町屋2-9-21

町屋小児科内科医院 13_東京都 荒川区町屋3-22-3

まちや耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 荒川区町屋3-9-12 町屋ビル201

医療法人社団 杏和会 寺田クリニック 13_東京都 荒川区町屋3丁目23番14号

山本医院 13_東京都 荒川区町屋4-8-4

上智クリニック 13_東京都 荒川区町屋4-9-10

医療法人社団 美誠会 荒川病院 13_東京都 荒川区町屋8-20-3

武田内科小児科クリニック 13_東京都 荒川区町屋8-7-2

医療法人社団 西松医院 13_東京都 荒川区東日暮里1-16-13

医療法人社団 慶津会 日暮里ホームク

リニック
13_東京都

荒川区東日暮里3-9-21 日暮里コミュニティー

1階

雄昂会やたがいクリニック 13_東京都 荒川区東日暮里4-20-6

やたがいクリニック 13_東京都 荒川区東日暮里4-6-3 今井ビル4F

ひぐらし整形外科内科 13_東京都 荒川区東日暮里5-34-1 OAK BLD 4F

医)薫光会 加藤小児科内科医院 13_東京都 荒川区東日暮里5-44-1 加藤医院ビル1階

医療法人社団 成守会 はせがわ病院 13_東京都 荒川区東日暮里5-45-7

東京日暮里たんのハートクリニック 13_東京都 荒川区東日暮里5-50-18

みかわしまタワークリニック 13_東京都
荒川区東日暮里6-1-1 アトラスブランズタ

ワー三河島2F
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すばる子どもクリニック 13_東京都
荒川区東日暮里6-1-1 アトラスブランズタ

ワー三河島2階

稲富医院 13_東京都 荒川区東日暮里6-42-5

たいら整形外科 13_東京都 荒川区東尾久1-31-10

医療法人社団 熊野前医院 13_東京都 荒川区東尾久3-19-8

古賀整形外科 13_東京都 荒川区東尾久3-30-4

東尾久耳鼻咽喉科・アレルギー科 13_東京都 荒川区東尾久5-23-5

ユミ眼科クリニック 13_東京都 荒川区東尾久6-5-5

鈴木整形外科 13_東京都 荒川区東尾久6-5-5

小原医院 13_東京都 荒川区東尾久6-8-5

熊野前にしむら内科クリニック 13_東京都 荒川区東尾久8-14-1-2F

医療法人社団 緑紋会 小泉医院 13_東京都 荒川区東尾久六丁目12番3号

皮膚科 中山医院 13_東京都 荒川区南千住1-6-7

茂澤メディカルクリニック 13_東京都 荒川区南千住3-4-1

医療法人社団 サウスリバー会 かどた

内科クリニック
13_東京都 荒川区南千住4-7-1 Bivi南千住3階

角田クリニック 13_東京都 荒川区南千住5-18-11

野近眼科 13_東京都 荒川区南千住5-20-8

南千住こどもクリニック 13_東京都 荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住303

医療法人社団 花水木会 はたの耳鼻咽

喉科
13_東京都 荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住304

医療法人社団 雄照会 はちすか整形外

科
13_東京都 荒川区南千住7-1-1-301

ハートクリニック南千住 13_東京都 荒川区南千住7-1-1-305

医療法人社団杏音会 土屋クリニック 13_東京都 荒川区南千住7-12-15

汐入眼科クリニック 13_東京都 荒川区南千住8-4-5-203

三谷耳鼻咽喉科医院 13_東京都 国分寺市光町1-37-15

医療法人社団 慈恩会 新家産婦人科医

院
13_東京都 国分寺市光町1-38-11

なおはら内科・循環器科クリニック 13_東京都
国分寺市西恋ヶ窪2-2-1 ビーンズアネックス

西国分寺3階

医療法人社団 聖水会 立花クリニック 13_東京都 国分寺市西恋ヶ窪2-2-5 JRT3ビル4階

西国分寺レディースクリニック 13_東京都 国分寺市泉町2-9-3 ハートフルビル2F

おがわ眼科 13_東京都 国分寺市泉町3-35-1 レガビル3階

おくむら皮膚科クリニック 13_東京都 国分寺市東元町1-1-9

東元町内科クリニック 13_東京都
国分寺市東元町4-14-1 東元町メディカルビル

3F

医療法人社団 高橋内科クリニック 13_東京都 国分寺市東恋ヶ窪6-2-6 チサカ第1ビル101

国分寺南町診察所 13_東京都 国分寺市南町2-11-11
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医療法人社団 波多野クリニック 13_東京都 国分寺市南町2-1-36 国分寺曽我ビル2F 201

ひらまつ内科 13_東京都 国分寺市南町2-17-5 恵ビル1F

ひとみ眼科クリニック 13_東京都 国分寺市南町3-1-28

きりたに耳鼻咽喉科 13_東京都 国分寺市南町3-1-29

徳山耳鼻咽喉科医院 13_東京都 国分寺市南町3-9-25 南町3丁目団地114号

平田クリニック眼科 13_東京都 国分寺市日吉町1-18-56

のむらクリニックスクエア 13_東京都 国分寺市本多1-8-3

くろさわ子ども&内科クリニック 13_東京都 国分寺市本多3-7-25

小林内科医院 13_東京都 国分寺市本町1-7-3

たかの内科・脳神経外科クリニック 13_東京都 国分寺市本町2-10-9 島田ビル2FC区画

黄田医院 13_東京都 国分寺市本町2-19-5 KBビル201号

国分寺内科クリニック 13_東京都 国分寺市本町2-2-1 cocobunji EAST 2F

中島内科クリニック 13_東京都 国分寺市本町3-13-1

クメンタクリニック 13_東京都 国分寺市本町3-8-18 TE国分寺4F

医療法人社団 むさしの国分寺クリニッ

ク
13_東京都

国分寺市本町4-1-9 国分寺本町クリスタルビ

ル3階

医療法人社団つくし会 新田クリニック 13_東京都 国立市西2-26-29

医療法人社団⾧尽会 ⾧久保病院 13_東京都 国立市谷保6907-1

早川眼科 13_東京都 国立市中1-10-19

医療法人社団Lucia 国立ガーデンクリ

ニック
13_東京都 国立市中1-10-9 麒麟館ガーデン3階

宮元皮膚科クリニック 13_東京都 国立市中1-11-3

三多摩医療生活協同組合 くにたち南口

診療所
13_東京都

国立市中1-16-25 シャトレクインテス国立ビ

ル1階

国立整形外科 13_東京都 国立市中1-17-26 振興第2ビル3階

医療法人社団 彗心会 国立ハートクリ

ニック
13_東京都 国立市中1-17-58

医療法人 社団西田会 西田医院 13_東京都 国立市中1-20-4

たにの耳鼻咽喉科 13_東京都 国立市中1-8-36

臼井医院 13_東京都 国立市中2-17-1

ひろみこどもクリニック 13_東京都 国立市中2-20-9

国立さくら病院 13_東京都 国立市東1-19-10

医療法人社団 博真会 かねしげクリ

ニック
13_東京都 国立市東2-5-13

谷保北口内科 13_東京都 国立市富士見台2-18-8 谷保クリニックビル1F

ヒバリこどもクリニック 13_東京都 国立市富士見台3-1-15
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くにたち富士見台在宅支援クリニック 13_東京都 国立市富士見台3-25-48

松田内科クリニック 13_東京都
国立市富士見台4-41-1 グランソシエ国立ウエ

スウイング139

国立駅前あき乃クリニック 13_東京都 国立市北1-7-1-126

青葉医院 13_東京都 国立市北3-15-2

秋山医院 13_東京都 狛江市岩戸南2-11-9

トータス往診クリニック 13_東京都
狛江市岩戸南4-22-7 メゾン・サンライズアイ

102

あおやぎ形成外科・皮フ科クリニック 13_東京都 狛江市元和泉1-4-4 フォンターナ狛江2階

水口内科皮フ科 13_東京都 狛江市西野川4-40-4

石戸谷小児科 13_東京都 狛江市中和泉1-1-1 狛江YSビル4階

医療法人社団 哲慶会 石倉内科クリ

ニック
13_東京都 狛江市中和泉1-8-3 シルク狛江1F

こまえ耳鼻科クリニック 13_東京都 狛江市中和泉5-1-1

医療法人社団 慈翔会 かたやま内科ク

リニック
13_東京都 狛江市中和泉5-1-20

覚東耳鼻咽喉科医院 13_東京都 狛江市東野川2-20-6-101

大西眼科クリニック 13_東京都 狛江市東和泉1-16-2-102

保坂産婦人科クリニック 13_東京都 狛江市東和泉1-21-3

⾧岡整形外科 13_東京都 狛江市東和泉1-29-14

こまえクリニック 13_東京都 狛江市東和泉1-31-27

医療法人社団 悠翠会 うえまつ在宅ク

リニック
13_東京都 狛江市東和泉3-12-2 鈴文ビル2階

松本脳神経外科内科クリニック 13_東京都 狛江市和泉本町1-2-10

西川クリニック 13_東京都 狛江市和泉本町1-6-1

藤川医院 13_東京都 狛江市和泉本町2-16-5

やまだ総合内科クリニック 13_東京都 狛江市和泉本町3-27-10

岩瀬外科内科 13_東京都 狛江市和泉本町3-3-18

東京慈恵会医科大学附属第三病院 13_東京都 狛江市和泉本町4-11-1

医療法人社団 輝祥会 慶真整形外科 13_東京都 三鷹市井の頭2-1-17 2F

医療法人社団 慈昭会 石井医院 13_東京都 三鷹市井の頭2-32-37

藤林医院 13_東京都 三鷹市井の頭3-12-15

武蔵野みどり診療所 13_東京都 三鷹市井の頭5-7-36 SAKURA 1F

医療法人社団 美々会 斉藤皮膚科 13_東京都 三鷹市井口2-13-26

鎌田医院 13_東京都 三鷹市下連雀1-30-12

ムラタ胃腸内視鏡クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-2-1-1F

平嶺医院 13_東京都 三鷹市下連雀3-24-7 平嶺ビル1階
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三鷹痛みのクリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-27-12 コアパレス常葉11-5F

医療法人社団 片平内科クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-27-12-4F

三鷹レディースクリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-31-4-101

医療法人社団 正悠会 みたか中村脳神

経外科クリニック
13_東京都

三鷹市下連雀3-34-15 アトラス三鷹レジデン

ス202号

おごう皮ふ科クリニック 13_東京都
三鷹市下連雀3-34-22 ライオンズプラザ三鷹

駅前202

小川クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-34-22-201

村越レディースクリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-7-28

鈴木眼科クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ6F

医療法人社団MYC サウスポイントMY

クリニック
13_東京都

三鷹市下連雀3-43-23 サウスポイント三鷹2・

3F

三鷹駅前内科・糖尿病クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀3丁目36-1 トリコナ3F

かんの内科 13_東京都 三鷹市下連雀3丁目44-17 エルヴェ三鷹203

つちや小児科 13_東京都
三鷹市下連雀4-16-11 三鷹白百合マンション

1F

高松メディカルクリニック 13_東京都 三鷹市下連雀4-16-12 三鷹第1ビル2F

たきがわクリニック 13_東京都 三鷹市下連雀4-20-15 新生ハイツ1F

医療法人社団 充会 介護老人保健施設

太郎
13_東京都 三鷹市下連雀4-2-8

のぞみメモリークリニック 13_東京都 三鷹市下連雀4-2-8

医療法人社団 實理会 東京国際大堀病

院
13_東京都 三鷹市下連雀4-8-40

角田外科消化器科医院 13_東京都 三鷹市下連雀4-9-1

小松眼科 13_東京都
三鷹市下連雀6-15-35 藤和シティコープ三鷹

下連雀3 1階

173総合内科クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀6-8-50

三鷹第一クリニック 13_東京都 三鷹市下連雀8-9-21

医療法人社団 優育会 渡辺こどもクリ

ニック
13_東京都 三鷹市下連雀9-5-1  泰成マンション1F

医療法人社団 薫真会 わたらい耳鼻咽

喉科
13_東京都 三鷹市上連雀2-714

医療法人社団 健櫻会 篠原医院 13_東京都 三鷹市上連雀2丁目9-5

医療法人社団 建英会 浅野クリニック 13_東京都 三鷹市上連雀3-5-19

高山医院 13_東京都 三鷹市上連雀4-2-29

三鷹通り眼科 13_東京都 三鷹市上連雀4-3-1宮沢ビル1F

医療法人社団 千実会 あきやま子ども

クリニック
13_東京都 三鷹市上連雀4-3-3

三鷹中央病院 13_東京都 三鷹市上連雀5-23-10
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医療法人社団 うちはら内科クリニック 13_東京都 三鷹市上連雀7-11-7石井ビル1階

新川クリニック 13_東京都 三鷹市新川5-6-21

医療法人社団 亨洋会 あかいしクリ

ニック
13_東京都 三鷹市深大寺2-35-29

天文台クリニック 13_東京都 三鷹市大沢1-17-2

ふじもとこどもクリニック 13_東京都 三鷹市牟礼2-11-22

三鷹さくらクリニック 13_東京都 三鷹市牟礼2-11-5

あさかわ眼科 13_東京都 三鷹市牟礼4-6-14

のざきはちまん前内科 13_東京都 三鷹市野崎1-22-8 レヴァンティア1F

医療法人社団 植村眼科医院 13_東京都 三鷹市野崎2-16-15

むさしの丘ファミリークリニック 13_東京都 三鷹市野崎2-19-15 天文館I 302

医療法人社団 野崎医院 13_東京都 三鷹市野崎3-18-18

むさしの丘ファミリークリニック 13_東京都 三鷹市野崎3-3-15

MYメディカルクリニック 13_東京都
渋谷区宇田川町20-17NMF渋谷公園通りビル

5F

医療法人財団 放友クリニック 13_東京都 渋谷区宇田川町7-13 第二共同ビル7階

代官山内科外科クリニック 13_東京都 渋谷区猿楽町21-3

代官山レディースクリニック 13_東京都 渋谷区猿楽町23-7

うえき内科こどもクリニック 13_東京都 渋谷区猿楽町24-7 代官山プラザ3F

広尾レディース 13_東京都 渋谷区恵比寿1-12-1 CRD Ebisu 1st 5F

医療法人社団松寿会 松浦クリニック 13_東京都
渋谷区恵比寿1-23-6 マグノリアガーデン恵比

寿 1F

日本健康増進財団 恵比寿ハートビル診

療所
13_東京都 渋谷区恵比寿1-24-4

カトレア会 マノメディカルクリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿1-8-1 サン栄ビル5F

佐藤クリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿4-28-5 プレサージュ2階

恵比寿こどもクリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿4-9-13-3F

サン・キタノクリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿西1-14-8

ひろ耳鼻科クリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿西1-6-7 サニーガーデン3階

恵比寿皮膚科クリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックスビル4階

医療法人 道心会 恵比寿内科クリニッ

ク
13_東京都 渋谷区恵比寿南1-1-1ヒューマックスビル4階

恵比寿みかレディースクリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿南1-14-12

角谷眼科医院 13_東京都 渋谷区恵比寿南1-3-6-CIビル2階

恵比寿脳神経外科・内科クリニック 13_東京都
渋谷区恵比寿南1-4-15 恵比寿銀座クロスビル 

3階
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恵比寿形成外科・美容クリニック 13_東京都
渋谷区恵比寿南1-4-15 恵比寿銀座クロスビル

4階

内藤小児科内科医院 13_東京都 渋谷区恵比寿南2-5-9

恵比寿みなみ観音坂クリニック 13_東京都 渋谷区恵比寿南3-10-14 コープ恵比寿101

広尾タワークリニック 13_東京都 渋谷区広尾1-1-31 広尾タワー2F

シロノクリニック 恵比寿院 13_東京都
渋谷区広尾1-1-40 恵比寿プライムスクエアプ

ラザ2F

シロノクリニック恵比寿 13_東京都
渋谷区広尾1-1-40 恵比寿プライムスクエアプ

ラザ2F

シロノクリニック 恵比寿本院 13_東京都
渋谷区広尾1-1-40 恵比寿プライムスクエアプ

ラザ2階

広尾羽澤内科眼科クリニック 13_東京都 渋谷区広尾3-11-10

広尾ガーデンヒルズクリニック 13_東京都 渋谷区広尾4-1-12 広尾ガーデンヒルズG棟

日本赤十字社医療センター 13_東京都 渋谷区広尾4丁目1番22号

プラザ形成外科 Plaza Clinic 13_東京都 渋谷区広尾5-5-1-4階

大平医院 13_東京都 渋谷区桜丘町23-17 シティコート1F

笹塚平本クリニック 13_東京都
渋谷区笹塚1-48-14 笹塚ショッピングモール

2F

小暮眼科医院 13_東京都 渋谷区笹塚1-60-3

医療法人社団拓研会 岩瀬内科循環器科

クリニック
13_東京都 渋谷区笹塚2-10-4 Y.笹塚ビル2F

篠原クリニック 13_東京都 渋谷区笹塚3-58-18

イワタクリニック 13_東京都 渋谷区渋谷1-1-10 ニューハイツ青山201号

宮益坂メリーレディースクリニック 13_東京都 渋谷区渋谷1-9-12 渋谷MNビル3階

渋谷美容皮膚科クリニック 13_東京都 渋谷区渋谷2-10-15 NV1 Bldg.8階

東京女子医科大学附属成人医学セン

ター
13_東京都 渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー20F

メディカルクリニック渋谷 13_東京都
渋谷区渋谷3-29-17 JR東日本ホテルメッツ渋

谷2F

アットホーム渋谷クリニック 13_東京都 渋谷区渋谷3-7-1 第一ヒラゼンビル3階4階

つのおクリニック 13_東京都 渋谷区渋谷3-9-9-1F

西島クリニック 13_東京都 渋谷区渋谷3-9-9-2F

内藤病院 13_東京都 渋谷区初台1-35-10

石崎耳鼻咽喉科医院 13_東京都 渋谷区初台1-48-4

柏木クリニック 13_東京都 渋谷区初台1-51-5 アクス初台604

医療法人慶聰会 矢澤クリニック渋谷 13_東京都 渋谷区上原1-33-11-2階

医療法人社団オリンピア会オリンピア

眼科病院
13_東京都 渋谷区神宮前2-18-12

神宮外苑 Woman Life Clinic 13_東京都 渋谷区神宮前3-39-5 Qiz AOYAMA2F
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青山研美会クリニック 13_東京都 渋谷区神宮前3-42-16 2F・3F

247レディースクリニック表参道 13_東京都
渋谷区神宮前4-11-6 表参道千代田ビル地下2

階

神宮前皮膚科 13_東京都 渋谷区神宮前4-14-18 表参道J-FLAT2F

伊藤病院 13_東京都 渋谷区神宮前4-3-6

医療法人宝生会PL病院東京診療所 13_東京都 渋谷区神山町17-8

医療法人社団 芳信会 神南眼科医院 13_東京都 渋谷区神南1-23-13 丸大ビル3階

医療法人 隆津会 辻整形外科 13_東京都 渋谷区西原1-21-15

⾧澤医院 13_東京都 渋谷区西原1-8-12

幡ヶ谷皮フ科クリニック 13_東京都 渋谷区西原2-28-3 クローバービル1F

アイズクリニック代々木西原 13_東京都 渋谷区西原3-1-4-1F

浜内科クリニック 13_東京都 渋谷区西原3-2-4 丸幸ビル2階

せんだがや整形外科リハビリクリニッ

ク
13_東京都 渋谷区千駄ヶ谷1-22-3

せんだがや皮膚科 13_東京都 渋谷区千駄ヶ谷2-37-4

フェニックスアートクリニック 13_東京都 渋谷区千駄ヶ谷3-12-18

医療法人社団 豊栄会 せんだがや眼科 13_東京都 渋谷区千駄ヶ谷3-30-1

田坂記念クリニック 13_東京都 渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル8F

代々木山下医院 13_東京都
渋谷区代々木1-35-4 代々木クリスタルビル

B1-1

花クリニック 13_東京都 渋谷区代々木1-38-11

医療法人社団 祥樹会 きかわだクリ

ニック
13_東京都 渋谷区代々木1-43-7 SKビル1F

南新宿クリニック 耳鼻科・小児科 13_東京都
渋谷区代々木2-11-12 南新宿セントラルビル

6F

南新宿整形外科リハビリテーションク

リニック
13_東京都 渋谷区代々木2-16-7 山葉ビル4F

参宮橋皮フ科 松窪クリニック 13_東京都 渋谷区代々木4-6-2 宍戸ビル202号室

吉峰内科胃腸科 13_東京都 渋谷区東1-27-4 吉峰ビル2階

医療法人社団礼恵会 むすび葉クリニッ

ク渋谷
13_東京都 渋谷区東2-2-8 渋谷第2TYビル2F

道玄坂ふじたクリニック 13_東京都 渋谷区道玄坂1-10-19

渋谷南口稲見眼科 13_東京都 渋谷区道玄坂1-3-3 楠本ビル9階

医療法人社団玄英会 渋谷ウエストクリ

ニック
13_東京都 渋谷区道玄坂1-5-4 照力ビル4F

佐藤内科クリニック 13_東京都 渋谷区南平台町13-1

医療法人社団 慶照会 幡谷内科クリ

ニック
13_東京都 渋谷区幡ヶ谷2-16-8
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幡ケ谷さかえ整形外科クリニック 13_東京都
渋谷区幡ヶ谷2-7-2 幡ヶ谷ニューセンタービ

ル2F

かずえキッズクリニック 13_東京都 渋谷区幡ヶ谷3-81-7

特別養護老人ホームパール代官山診療

所
13_東京都 渋谷区鉢山町3-27

代々木八幡クリニック 13_東京都
渋谷区富ヶ谷1-51-4 代々木八幡猪山ビル2F・

3F

あさわクリニック初台 13_東京都 渋谷区本町1-4-3 エバーグレイス本町1F

医療法人社団 和孝会 荻原整形外科 13_東京都 渋谷区本町2-7-10

渡辺クリニック 13_東京都 渋谷区本町3-10-3-202

梶野町クリニック 13_東京都 小金井市梶野町2-2-17

岡村皮フ科医院 13_東京都 小金井市梶野町2-7-2

くろだ内科医院 13_東京都 小金井市梶野町4-11-13

久滋医院 13_東京都 小金井市梶野町4-5-7

東小金井駅前眼科 13_東京都 小金井市梶野町5-11-5 パピスプラザ2F 201

梶尾眼科 13_東京都 小金井市前原町3-35-18

宮本内科医院 13_東京都 小金井市中町3-7-4

小沢医院 13_東京都 小金井市中町4-12-1

医療法人社団 一白会 菊地脳神経外

科・整形外科
13_東京都 小金井市東町3-12-11

医療法人社団 うちやまクリニック 13_東京都
小金井市東町4-43-15 MKジェムズマンション

1F

武蔵小金井駅前こどもクリニック 13_東京都
小金井市本町1-18-3 ユニーブル武蔵小金井ス

イート203C

武蔵小金井さくら眼科 13_東京都 小金井市本町1-18-3-B101

小金井皮膚科クリニック 13_東京都 小金井市本町5-19-30

三枝耳鼻咽喉科・小児科医院 13_東京都 小金井市本町5-19-32 三枝ビル2F

医療法人社団 せいこう会 小金井婦人

科クリニック
13_東京都 小金井市本町6-13-18 コスモスビル3F

医)つるかめ会 小金井つるかめクリ

ニック
13_東京都 小金井市本町6-14-28 3階

医療法人社団翔和仁誠会 小金井わかば

耳鼻咽喉科
13_東京都

小金井市本町6-2-30 SOCOLA武蔵小金井クロ

ス2階

医療法人社団 聖水会 高山クリニック 13_東京都
小金井市本町一丁目18番3-302号 ユニーブル

武蔵小金井スイート

内藤皮フ科 13_東京都 小平市花小金井1-17-8

エムクリニック 13_東京都 小平市花小金井1-29-5

医療法人社団隼甫会 ふなびき胃腸クリ

ニック
13_東京都 小平市花小金井1-9-2-301

168 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

花小金井北クリニック 13_東京都 小平市花小金井2-2-13

ふくろうの森耳鼻咽喉科 13_東京都 小平市花小金井2-9-6

医療法人社団 平清会 松清医院 13_東京都 小平市花小金井3丁目5番40号

佐々木クリニック 泌尿器科・小児泌尿

器科
13_東京都 小平市花小金井8-11-9

浜田内科クリニック 13_東京都 小平市花小金井南町1-18-25

花小金井レディースクリニック 13_東京都 小平市花小金井南町1-19-3

医療法人社団 糖和会 近藤医院 13_東京都 小平市花小金井南町2-13-13

いとう小児科 13_東京都 小平市花小金井南町2-21-7

医療法人社団 三樹会 岩崎整形外科医

院
13_東京都 小平市花小金井南町3-40-2

医療法人社団 青葉会 一橋病院 13_東京都 小平市学園西町1-2-25

足利クリニック 13_東京都 小平市学園西町3-21-17

医療法人社団 仲谷クリニック 13_東京都 小平市学園東町3-3-36

医療法人社団 恵雅会 あずま眼科医院 13_東京都 小平市学園東町3-4-5

中山内科クリニック 13_東京都 小平市喜平町3-2-5

一般財団法人多摩緑成会 緑成会病院 13_東京都 小平市小川西町2-35-1

やまぐち耳鼻咽喉科 13_東京都 小平市小川西町4-15-8 第3アークビル102

えんどう内科クリニック 13_東京都 小平市小川西町4-8-11

小川町眼科医院 13_東京都 小平市小川町1-406-1-1F

岡部こどもクリニック 13_東京都 小平市小川町1-512-12

鷹の台眼科 13_東京都 小平市小川町1-972-7

社会福祉法人 黎明会 南台病院 13_東京都 小平市小川町1丁目485番地

カラムンの森こどもクリニック 13_東京都 小平市小川町2-1210

木の花クリニック 13_東京都 小平市小川町2-1959-1

医療法人社団 祐靖会 小城医院 13_東京都 小平市小川東町1808-10

国立研究開発法人 国立精神・神経医療

研究センター
13_東京都 小平市小川東町4-1-1

加賀美クリニック 13_東京都 小平市小川東町5-5-1

第二小川クリニック 13_東京都 小平市小川東町5-7-7

やの医院 13_東京都 小平市上水南町2-23-41

皮フ科いちかわクリニック 13_東京都 小平市上水本町3-3-7

遠藤こどもクリニック 13_東京都 小平市大沼町1-21-8

小平いりえクリニック 13_東京都 小平市大沼町1-25-11 ビューコート1階

小平北口クリニック 13_東京都 小平市大沼町2-2-11

小平すずきクリニック 13_東京都 小平市美園町1-15-2 プレミール小山405

みその診療所 13_東京都 小平市美園町1-2-16

みみ・はな・のど 澄川医院 13_東京都 小平市美園町1-30-5

白矢眼科医院 13_東京都 小平市美園町1-4-12
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医療法人社団 青葉会 小平中央リハビ

リテーション病院
13_東京都 小平市鈴木町1-146

医療法人社団 東温会 西野整形外科 13_東京都 小平市鈴木町1-177-1

中山小児科医院 13_東京都 小平市鈴木町1-30-20

医療法人社団 東温会 花小金井西野整

形外科
13_東京都 小平市鈴木町2-150-1

鈴木町クリニック 13_東京都 小平市鈴木町2-865-97 2階

昭島リウマチ膠原病内科 13_東京都 昭島市宮沢町495-30 1階

医療法人社団 野村会 昭和の杜病院 13_東京都 昭島市宮沢町522-2

八尾眼科 13_東京都 昭島市昭和町5-15-17 スクエア昭島ビル1F

湯浅整形外科医院 13_東京都 昭島市昭和町5-2-4

医療法人社団 丈仁会 いしわた眼科 13_東京都 昭島市松原町4-12-8 慶ビル1F

平畑整形外科クリニック 13_東京都
昭島市中神町1169-14 デル・ソール ドクター

ズハウス

昭島病院 13_東京都 昭島市中神町1260番地

愛全診療所 13_東京都 昭島市田中町2-25-3

医療法人社団 東京愛成会 たかつきク

リニック
13_東京都 昭島市田中町562-8

医療法人社団 東京愛成会 訪問看護ス

テーション バウム
13_東京都 昭島市田中町562-8

ながせ皮フ科 13_東京都 昭島市田中町562-8 昭島昭和ビル北館1F

医療法人社団 仁桜会 昭島駅前耳鼻咽

喉科
13_東京都

昭島市田中町562-8 昭島昭和第1ビル北館1階

A室

うしお病院 13_東京都 昭島市武蔵野2丁目7番12号

内野医院 13_東京都 新宿区横寺町8

あいクリニック 13_東京都 新宿区下宮比町3-2

目白よしみクリニック 13_東京都 新宿区下落合3-12-23 豊ビル1F

目白眼科 13_東京都 新宿区下落合3-17-30

さいとうクリニック 13_東京都 新宿区下落合4-25-13-102

一般財団法人 日本健康管理協会 新宿

健診プラザ
13_東京都 新宿区歌舞伎町2-3-18

公益財団法人 東京都保健医療公社 大

久保病院
13_東京都 新宿区歌舞伎町2-44-1

歌舞伎町ひかりクリニック 13_東京都 新宿区歌舞伎町2-46-8 新宿日章ビル9階

コンフォガーデンクリニック 13_東京都 新宿区河田町3-2

特定医療法人研精会 はらまちクリニッ

ク
13_東京都 新宿区原町2-43 デンマークイン新宿

まがり医院 13_東京都 新宿区荒木町6-34
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にしむら整形外科クリニック 13_東京都
新宿区高田馬場1-1-1 メトロシティ西早稲田

1F

西早稲田眼科 13_東京都
新宿区高田馬場1-1-1 メトロシティ西早稲田

2F

東京早稲田クリニック 13_東京都 新宿区高田馬場1-1-1-3F

加藤眼科医院 13_東京都 新宿区高田馬場1-24-14

医療法人社団MK みきこどもクリニッ

ク
13_東京都 新宿区高田馬場1-24-14 加藤ビル304

高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内

科
13_東京都 新宿区高田馬場1-27-3 ニュー竹宝ビル2階

(医)社団コスモス会 紫藤クリニック 13_東京都 新宿区高田馬場1-29-21 みかどビル2階

植松医院 13_東京都 新宿区高田馬場1-32-14 UKビル2階

助川クリニック 13_東京都 新宿区高田馬場1-5-10

竹下医院 13_東京都 新宿区高田馬場2-14-22

医療法人財団 綜友会 高戸橋クリニッ

ク
13_東京都 新宿区高田馬場2-5-24 メゾンドール1階

桜の芽クリニック 13_東京都 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル4階

牛込外科胃腸科 13_東京都 新宿区高田馬場4-10-12

牛山医院 Ushiyama Clinic 13_東京都 新宿区高田馬場4-11-5

福内ペインクリニック 13_東京都 新宿区左門町20 四谷メディカルビル2F

内科すずきクリニック 13_東京都 新宿区山吹町295 杉山ビル1F

春日メディカルクリニック 13_東京都 新宿区山吹町334

佐藤内科小児科医院 13_東京都 新宿区四谷1-15-1階

四谷いわさきクリニック 13_東京都 新宿区四谷1-2-5 ヒグチ四谷ビル3F

クリニックフォア四谷 13_東京都 新宿区四谷1-6-1 CO・MO・RE Mall 2F

医療法人社団 四谷森田 もりた眼科小

児科
13_東京都 新宿区四谷1-6-1-205B コモレ四谷

医療法人社団 清水医院 13_東京都 新宿区四谷1-6-3-101

まさご眼科 13_東京都 新宿区四谷1の3 高増屋ビル4階

高村医院 13_東京都 新宿区四谷3-10

四谷三丁目駅前眼科 13_東京都
新宿区四谷3-7-24 ロイクラトン四谷三丁目の

青い空ビル2階

佐藤内科小児科医院 13_東京都 新宿区四谷一丁目15番地1階

太田医院 13_東京都 新宿区四谷三栄町9-6 太田ビル1階

皿井医院 13_東京都 新宿区四谷三栄町七-十四

公益財団法人東京都予防医学協会保健

会館クリニック
13_東京都 新宿区市谷砂土原町1-2

神楽坂D.S.マイクリニック 13_東京都 新宿区市谷山伏町2-2 神楽坂NKビル1階

市ケ谷みぎわ心のクリニック 13_東京都 新宿区市谷田町1-2 ランゴスタビル5階
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医療法人社団 慈泉会 市ヶ谷ひもろぎ

クリニック
13_東京都 新宿区市谷田町2-31-3 市ヶ谷ASUKARAビル

薬王寺アイクリニック 13_東京都 新宿区市谷薬王寺町70 アルス市ヶ谷薬王寺1F

若松河田耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 新宿区若松町31-4 エスタンシア2階

四谷見附クリニック 13_東京都 新宿区若葉1-10-60 若葉ビル

あけぼのばし眼科 13_東京都 新宿区住吉町11-23 秋庭ビル2F

曙橋レディースクリニック 13_東京都 新宿区住吉町1-12 新宿曙橋ビル2階

河田町クリニック 13_東京都 新宿区住吉町8-27 塩谷ビル3F

医療法人社団 四葉会 木島内科クリ

ニック
13_東京都 新宿区上落合1-21-14 バストラール1F

伊藤メディカルクリニック 13_東京都 新宿区上落合2-25-3 伊藤ビル101

落合駅前クリニック 13_東京都 新宿区上落合3-10-3 加藤ビル1F

信濃町診療所 泌尿器科・皮膚科・内科 13_東京都 新宿区信濃町34 トーシン駅前ビル3F

医療法人社団 幸楽会 幸楽メディカル

クリニック
13_東京都 新宿区新宿1-8-11

医療法人社団 新宿御苑しょうクリニッ

ク
13_東京都 新宿区新宿2-15-26 第三玉屋ビル1F

医療法人社団 生光会 新宿追分クリ

ニック・レディース
13_東京都 新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル6階

医療法人社団 生光会 新宿追分クリ

ニック
13_東京都 新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル7階

マイシティクリニック 13_東京都 新宿区新宿3-25-10 當山ビル6階

新宿東口眼科医院 13_東京都 新宿区新宿3-25-1 ヒューリック新宿ビル9階

ミラザ新宿つるかめクリニック 13_東京都 新宿区新宿3-36-10 ミラザ新宿7階

帝京大学医学部附属新宿クリニック 13_東京都 新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー7F

医療法人社団 敬昭会 芙蓉診療所成人

病医学センター
13_東京都 新宿区新宿5-14-5

K clinic 13_東京都 新宿区新宿5-6-2-402

沢田クリニック 13_東京都 新宿区新宿6-23-7-101

医療法人社団 国穗会 新宿イーストサ

イドたけうち内科
13_東京都

新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスク

エアB1F

新宿区医師会区民健康センター 13_東京都 新宿区新宿7-26-4

一般財団法人 東京社会保険協会 フィ

オーレ健診クリニック
13_東京都 新宿区新宿7-26-9 フィオー東京

医療法人社団 順正会 ヒロオカクリ

ニック
13_東京都 新宿区新宿二丁目5-12 3階
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医療法人社団  CVIC 心臓画像クリニッ

ク 飯田橋
13_東京都

新宿区新小川町1番14号 飯田橋リープレック 

ス・ビズ4階

神楽坂医院 13_東京都 新宿区神楽坂3丁目6番地 近藤ビル1階

神楽坂内科・脳神経内科クリニック 13_東京都 新宿区神楽坂6-42 神楽坂喜多川ビル1階

神楽坂こころのクリニック 13_東京都 新宿区神楽坂6-48 TOMOSビル5階

青柳耳鼻咽喉科 13_東京都 新宿区須賀町1-6 サンコート四谷

いやま眼科 13_東京都
新宿区水道町4-13 三晃ビル3F  クリニックス

テーション江戸川橋

えどがわ橋内科・内視鏡クリニック 13_東京都 新宿区水道町4-13 マルエツ江戸川橋店3階

さくらクリニック江戸川橋 13_東京都 新宿区水道町4-13 三晃ビル3F

もりのぶ小児科 13_東京都 新宿区西五軒町8-10 臼井ビル1階

惠クリニック 13_東京都 新宿区西新宿1-19-12 鮎沢ビル8階

医療法人財団 綜友会 新宿野村ビルメ

ディカルクリニック
13_東京都 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル5階

西新宿さいとう眼科 13_東京都 新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル7階

西新宿メンタルクリニック 13_東京都
新宿区西新宿1-5-12 ニューセントラルビル3

階

新宿石川クリニック 13_東京都
新宿区西新宿1-7-1  松岡セントラルビル6・

7F

明治安田新宿健診センター 13_東京都 新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田ビル9階

三越診療所 13_東京都
新宿区西新宿1丁目24番1号 エステック情報ビ

ル

新宿三井ビルクリニック 13_東京都 新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル4階

医療法人社団 慶潤会 KDDI ビル クリ

ニック
13_東京都 新宿区西新宿2-3-2 KDDIビル 1階

公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会 

榊原記念クリニック
13_東京都 新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル4階

オペラシティクリニック 13_東京都
新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー

7階

医療法人社団 慶潤会 新都心十二社ク

リニック
13_東京都

新宿区西新宿5-5-1-203 ザ・パークハウス西

新宿タワー60

伊藤外科内科医院 13_東京都 新宿区西新宿5-8-10

西新宿小林クリニック 13_東京都 新宿区西新宿6-20-12 第二山口ビル4階

アイランド耳鼻咽喉科 13_東京都 新宿区西新宿6-5-1

医療法人社団 慶真記念会 新宿 睡眠・

呼吸器内科クリニック
13_東京都

新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー12

階

医療法人社団 菱秀会 金内メディカル

クリニック
13_東京都

新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア

2階
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医療法人社団 玄英会 新宿ウエストク

リニック
13_東京都 新宿区西新宿7-9-7 丸山ビル5F

新宿西口駅前眼科 13_東京都
新宿区西新宿一丁目7番1号 松岡セントラルビ

ル4階

本庄医院 13_東京都 新宿区西早稲田1-21-2

医療法人社団 尾城会 尾城眼科医院 13_東京都 新宿区西早稲田1-2-3 尾城ビル

磯貝クリニック 13_東京都 新宿区西早稲田2-4-8

久木田医院 13_東京都 新宿区西落合1-9-8

医療法人社団 青弘会 はまやホームケ

アクリニック
13_東京都 新宿区西落合2-16-4

オリエンタル診療所 13_東京都 新宿区西落合2-20-1

そはら医院 13_東京都 新宿区西落合3-1-22

哲学堂松本クリニック 13_東京都 新宿区西落合4-16-10

村橋医院 13_東京都 新宿区早稲田町73番地

早稲田たけのこクリニック 13_東京都 新宿区早稲田鶴巻町518 第一石川ビル3階

医療法人社団 三育会 新宿ヒロクリ

ニック
13_東京都 新宿区大久保2-11-15

戸山メンタルクリニック 13_東京都 新宿区大久保2-5-22 セキサワビル6FA

星野こどもクリニック 13_東京都 新宿区中落合2-16-26

宮田胃腸内科皮膚科クリニック 13_東京都 新宿区百人町1-11-2 MOMOビル2F

石田クリニック 13_東京都 新宿区百人町2-15-20

光眼科医院 13_東京都 新宿区百人町2-5-8-203

JCHO東京山手メディカルセンター 13_東京都 新宿区百人町3-22-1

ユキクリニック耳鼻咽喉科 13_東京都 新宿区百人町3-7-8 原ビル3階

新宿トミヒサクロス クリニック 13_東京都 新宿区富久町17-2

富久クロス眼科 13_東京都 新宿区富久町17-2

伊藤医院 13_東京都 新宿区富久町28-5

柳沢クリニック 13_東京都 新宿区片町2-3 菱和ビル3F

柏木医科クリニック 13_東京都 新宿区北新宿1-13-19 弘林ビル 3階

医)楓心会 おおぬき耳鼻咽喉科 13_東京都 新宿区北新宿2-21-1

くれクリニック 13_東京都 新宿区北新宿2-21-1-3階

竹田クリニック 13_東京都 新宿区北新宿3-1-21

医療法人社団 桑原医院 13_東京都 新宿区北新宿3-12-26

医療法人社団 慶津会 北新宿ホームク

リニック
13_東京都 新宿区北新宿4-11-13 せらび江戸川1階

小滝橋西野眼科クリニック 13_東京都
新宿区北新宿4-8-16 キタシンジュク君嶋ビル

3F

のもと皮膚科・形成外科クリニック 13_東京都 新宿区矢来町56-11 神楽坂TNビル1F

若松皮ふ科こどもクリニック 13_東京都 新宿区余丁町10-8 第2浜崎ビル2F
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余丁町皮フ科 13_東京都 新宿区余丁町8-16 ネオメディトピア3階

抜弁天クリニック 13_東京都 新宿区余丁町8-7 抜弁天ビル1階

飯田橋鈴木内科 13_東京都 新宿区揚場町2-14 新陽ビル1F

康明会 荻窪クリニック 13_東京都 杉並区荻窪5-15-17 グランデアコール101

はやま消化器内科クリニック 13_東京都 杉並区阿佐谷南1-17-17 朝倉ビル1階B室

内科小児科山住医院 13_東京都 杉並区阿佐谷南1-38-2

駅前つのだクリニック 13_東京都 杉並区阿佐谷南3-37-1 PLANO5階

阿佐谷クリニック 13_東京都 杉並区阿佐谷北1-41-5

ミタニひ尿器科 13_東京都 杉並区阿佐谷北1-9-5

矢部医院 13_東京都 杉並区阿佐谷北6-31-6

杉並すだクリニック 13_東京都 杉並区井草1-16-4

伊東医院 13_東京都 杉並区井草1-19-27

なかがわ内科クリニック 13_東京都 杉並区井草1-2-5 ワイズスクエア101

つばきこどもクリニック 13_東京都 杉並区井草4-5-2-1階

はっとり整形外科リウマチ科クリニッ

ク
13_東京都 杉並区井草5-6-3

おくやま眼科 13_東京都 杉並区永福1-42-7

永福町みまき眼科 13_東京都 杉並区永福2丁目60-31-3F

医療法人社団 柳澤医院 13_東京都 杉並区永福3-55-10

矢野眼科・耳鼻咽喉科 13_東京都 杉並区永福3-56-29

川原耳鼻咽喉科 13_東京都 杉並区永福4-13-10 ポルヴェニール1F

こがクリニック 13_東京都 杉並区荻窪3-14-5

社会医療法人社団 健友会 桃井診療所 13_東京都 杉並区荻窪5-13-2

医療法人社団 清吉会 すずらんクリ

ニック
13_東京都 杉並区荻窪5-13-9

康明会荻窪クリニック 13_東京都 杉並区荻窪5-15-17 グランデアコール101

いしい耳鼻咽喉科 13_東京都 杉並区荻窪5-16-20 SNビル3F

わかまつクリニック 13_東京都 杉並区荻窪5-2-15

大村内科胃腸科クリニック 13_東京都 杉並区荻窪5-25-12 パークハイム荻窪5-1階

おぎくぼ内科クリニック 13_東京都 杉並区荻窪5-26-7 いづみビル2F

医療法人社団 東京愛成会 メンタルク

リニックおぎくぼ
13_東京都 杉並区荻窪5-27-5

かわさき小児科 13_東京都 杉並区荻窪5-27-5 中島第二ビル6階601号

オオタ整形外科クリニック 13_東京都 杉並区荻窪5-8-11

医療法人社団 近藤医院 13_東京都 杉並区下井草2-36-24

西川耳鼻咽喉科 13_東京都 杉並区下井草2丁目39-12 ATTO・FSTビル2階

よこやま耳鼻咽喉科 13_東京都 杉並区下井草3-37-11

飯髙医院 13_東京都 杉並区下井草3-38-10
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神馬クリニック 13_東京都 杉並区下高井戸1-1-6

医療法人社団 回心会 ロイヤル病院 13_東京都 杉並区下高井戸4-6-2

河西産婦人科皮膚科医院 13_東京都 杉並区下高井戸5-4-21

詫摩整形外科 13_東京都 杉並区久我山2-13-4

久我山レディースクリニック 13_東京都 杉並区久我山2-14-8

のはらクリニック 13_東京都 杉並区久我山2-23-31

医療法人社団 晴康会 久我山クリニッ

ク
13_東京都 杉並区久我山3-27-5

松崎医院 13_東京都 杉並区宮前3-6-2

田中眼科 13_東京都 杉並区宮前5-13-21

高井戸こどもクリニック 13_東京都 杉並区高井戸西1-27-22

屠内科クリニック 13_東京都 杉並区高井戸西2-9-7

⾧澤クリニック 13_東京都 杉並区高井戸東2-13-8

たかいど内科 13_東京都 杉並区高井戸東2-26-5-101

高井戸東健診クリニック 13_東京都 杉並区高井戸東2-3-14

人見クリニック 13_東京都 杉並区高井戸東3-16-25

あおき内科クリニック 13_東京都 杉並区高井戸東3-26-12 高井戸医療ビル2階

むらい浜田山クリニック 13_東京都 杉並区高井戸東4-27-17

円メンタルクリニック 13_東京都 杉並区高円寺南2-21-6-1F

杉並国際クリニック 13_東京都 杉並区高円寺南3-46-5 後藤ビル1F

田島眼科クリニック 13_東京都 杉並区高円寺南4-22-2 フジビル2階

河村眼科 13_東京都 杉並区高円寺南4-5-5 2F

医療法人社団 こじま内科 13_東京都 杉並区高円寺南5-40-17

高円寺北眼科クリニック 13_東京都 杉並区高円寺北2-2-1 巳善ビル2F

中村医院 13_東京都 杉並区高円寺北2-2-8

アトラスレディースクリニック 13_東京都 杉並区高円寺北2-6-4 泉ビル3階

あおき眼科 13_東京都 杉並区高円寺北3-20-18

医療法人社団 実礼会 柁原医院 13_東京都 杉並区上井草1-25-18

たむらクリニック 13_東京都 杉並区上井草3-31-15

医療法人社団 實理会 荻窪西口クリ

ニック
13_東京都 杉並区上荻1-10-5 荻窪SGビル 1階

さとう皮膚科 13_東京都 杉並区上荻1-7-3 プラネッツ6F

荻窪眼科 13_東京都 杉並区上荻1-7-3 プラネッツ4F

杉田眼科 13_東京都 杉並区上荻1-8-10 みほしのビル5F

中里医院 13_東京都 杉並区上荻4-2-3

小林クリニック 13_東京都 杉並区上高井戸1-14-6-102

けいこクリニック 13_東京都 杉並区上高井戸1-8-18 サンハイツ八幡山1階

上高井戸皮フ科 13_東京都 杉並区上高井戸1-8-3 メゾン八幡山1階
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あべ内科消化器科クリニック 13_東京都 杉並区上高井戸1-8-4 TOYAビル3-3F

マキ皮膚科クリニック 13_東京都 杉並区成田東1-49-7-201

医療法人社団 明笙会 たけうち内科 13_東京都 杉並区成田東3-12-13

松浦整形外科内科 13_東京都 杉並区成田東4ー19ー18

医療法人社団 慶和会 中村外科小児科

医院
13_東京都 杉並区成田東4-9-15

成瀬医院 13_東京都 杉並区清水2-22-22

佐藤整形外科 13_東京都 杉並区西荻窪3-22-3

西荻クリニック 13_東京都 杉並区西荻北2-5-13

医療法人社団 西荻窪透析内科クリニッ

ク
13_東京都 杉並区西荻北3-32-12 ルミノール西荻窪3F

酒井眼科 13_東京都 杉並区西荻北5-6-1 清水ビル1階

やまざきクリニック 13_東京都 杉並区善福寺2-24-18

医療法人社団 碩水会 善福寺クリニッ

ク
13_東京都 杉並区善福寺3-24-3

方南通り脳神経外科クリニック 13_東京都 杉並区大宮1-3-12 ギャレリア杉並1F

医療法人財団アドベンチスト会 東京衛

生アドベンチスト病院
13_東京都 杉並区天沼3-17-3

ひまわりメンタルクリニック 13_東京都 杉並区天沼3-2-6 トヨタマ駅前ビル5F

会田医院 13_東京都 杉並区天沼3-27-5

奴田原医院 13_東京都 杉並区桃井1ー4-11

たけうち整形外科 13_東京都 杉並区桃井4-2-21 フェリシア桃井1F

橋本医院 13_東京都 杉並区南荻窪3-25-19

新高円寺クリニック 13_東京都 杉並区梅里1-7-17 k&Ⅱビル301

石沢クリニック 13_東京都 杉並区梅里2-1-15-3階

浜田山眼科 13_東京都 杉並区浜田山3-31-7 近藤ビル2F

田村眼科クリニック 13_東京都 杉並区浜田山3-33-3 メゾン アンソレイエ 1階

遠藤医院 13_東京都 杉並区浜田山3-3-9

浜田山常山医院 13_東京都 杉並区浜田山3-3-9

浜田山病院 13_東京都 杉並区浜田山4-1-8

山田内科 13_東京都 杉並区方南1-21-2

白い鳥医院 13_東京都
杉並区方南2-23-9 モナークマンション方南町

1-A

河北リハビリテーション病院 13_東京都 杉並区堀ノ内1-9-27

医療法人 めぐみ会 杉並堀ノ内クリ

ニック
13_東京都 杉並区堀ノ内2-29-14

渡辺医院 13_東京都 杉並区堀ノ内3-10-16

えいふく内科クリニック 13_東京都 杉並区和泉3-33-21
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別所整形外科 13_東京都 杉並区和泉3-4-6

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 宮崎クリ

ニック
13_東京都

杉並区和泉3-4-7 永福町駅前クリニックモー

ル2階

前澤整形外科 13_東京都 杉並区和泉3-49-6

すずかわ循環器内科 13_東京都 杉並区和泉三丁目46-6

富士見クリニック 13_東京都 杉並区和田1-1-12 富士見町ペガサスビル3F

救世軍ブース記念病院 13_東京都 杉並区和田1-40-5

佼成病院 13_東京都 杉並区和田2-25-1

和田クリニック 13_東京都 杉並区和田3-15-15

岩﨑小児科医院 13_東京都 杉並区和田3-49-7

おむすび小児科クリニック 13_東京都 世田谷区船橋4-17-1-1

山崎整形外科 13_東京都 世田谷区羽根木1-2-2

かわまたこどもクリニック 13_東京都 世田谷区羽根木2-40-23-1F

藤井医院 13_東京都 世田谷区奥沢1-38-19

医)横浜未来ヘルスケアシステム 奥沢

病院
13_東京都 世田谷区奥沢2-11-11

奥沢やまなかクリニック 13_東京都 世田谷区奥沢2-17-3-102

こじま内科呼吸器科 13_東京都 世田谷区奥沢2-38-9 自由が丘月瀬ビル3F

さとう内科・脳神経クリニック 13_東京都 世田谷区奥沢2-4-10

小松内科クリニック 13_東京都 世田谷区奥沢5-25-11

陣内ウィメンズクリニック 13_東京都 世田谷区奥沢5-40-5 自由が丘JWCビル

自由ヶ丘南口クリニック 13_東京都 世田谷区奥沢6-21-11

世田谷OAクリニック 13_東京都 世田谷区岡本2-17-14 岡本アネックス202

アイ・ユーこどもクリニック 13_東京都 世田谷区下馬1-55-6 メゾンドルミエール1階

西條クリニック下馬 13_東京都 世田谷区下馬6-31-19

小森医院 13_東京都 世田谷区鎌田2-23-11

耳鼻咽喉科弘重クリニック 13_東京都
世田谷区喜多見8-19-14 喜多見フォーラムII4

階

医療法人社団 高倉内科クリニック 13_東京都 世田谷区喜多見9-1-7 喜多見平和堂ビル2F3F

よつ葉内科クリニック 13_東京都 世田谷区砧2-22-2 エクセル砧1階

田代内科クリニック 13_東京都 世田谷区砧3-4-1-5F

ふじ内科クリニック 13_東京都
世田谷区砧6-25-13 メディカルコミュニティ

砧1F

そしがや大蔵クリニック 13_東京都 世田谷区砧6-30-1 野原ビル1階

つじこどもクリニック 13_東京都 世田谷区砧6-33-5 2階

そしがや駅前耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 世田谷区砧6-33-5-1階

医療法人社団 もろ眼科クリニック 13_東京都 世田谷区砧6-39-7 桃李花ビル3階
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あんどうファミリークリニック 13_東京都 世田谷区砧8-21-8 シェーンハイト1F2F

医療法人社団 鶴松会 成城松村クリ

ニック
13_東京都 世田谷区砧8-23-3

砧クリニック 13_東京都 世田谷区砧8-8-20 吉浦ビル2F

塚原整形外科 13_東京都 世田谷区宮坂3-13-1

本田クリニック 13_東京都 世田谷区宮坂3-20-6

山田外科クリニック 13_東京都 世田谷区宮坂3-46-2

給田ファミリークリニック 13_東京都 世田谷区給田3-26-6

ニコこどもクリニック 13_東京都 世田谷区玉川1-15-6-102

田園都市レディースクリニック二子玉

川
13_東京都 世田谷区玉川二丁目24番24号

ハゼヤマ耳鼻咽喉科医院 13_東京都 世田谷区駒沢1-18-7

駒沢腎クリニック 13_東京都 世田谷区駒沢1-19-8 アーバネスト駒沢3階

駒沢病院 13_東京都 世田谷区駒沢2-2-15

農大通り診療所 13_東京都 世田谷区経堂1-5-6 パルファム経堂1FA

松村医院 13_東京都 世田谷区経堂2-1-33 経堂コルティ 3階

波平レディスクリニック 13_東京都 世田谷区経堂2-17-1

塚本整形外科医院 13_東京都 世田谷区経堂4-18-1

松生眼科医院 13_東京都 世田谷区経堂4-20-1

世田谷プルメリア内科クリニック 13_東京都 世田谷区経堂5-35-20 シャルム経堂103

弦巻整形外科 13_東京都 世田谷区弦巻3-8-8

つるまき皮膚科 13_東京都 世田谷区弦巻4-21-1 大和田ビル1階

赤柴医院 13_東京都 世田谷区弦巻5-16-1

医療法人社団 仁利会 こうらクリニッ

ク
13_東京都 世田谷区豪徳寺1-23-22

そが眼科クリニック 13_東京都 世田谷区豪徳寺1-28-1

羽田内科医院 13_東京都 世田谷区豪徳寺1-46-20

医療法人社団 頌和会 村田医院 13_東京都 世田谷区豪徳寺2-16-25

田渕整形外科クリニック 13_東京都 世田谷区豪徳寺2-31-8

マリア皮フ科クリニック 13_東京都 世田谷区桜3-2-17 DS桜ビル4階

ほしの内科・アレルギークリニック 13_東京都 世田谷区桜3-2-17-2F

世田谷通り桜内科クリニック 13_東京都 世田谷区桜3-2-6 アヴニール桜

さくらがおか耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 世田谷区桜丘2-24-3 AOビル1F

かるがもクリニック 13_東京都 世田谷区桜丘2-25-4

こしだ内科クリニック 13_東京都 世田谷区桜丘2-27-11 レフィーノKMビル1F

医療法人社団 慈桜会 渡辺クリニック 13_東京都 世田谷区桜丘2-5-23

さくらが丘小児科クリニック 13_東京都
世田谷区桜丘3-10-22 メディカルヴィレッジ

桜丘2F

松岡醫院 13_東京都 世田谷区桜丘3-26-4
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世田谷通り おおさわ眼科 13_東京都 世田谷区桜丘3-26-4 2階

世田谷井上病院 13_東京都 世田谷区桜丘4-25-8

倉田医院 13_東京都 世田谷区桜上水2-25-12

桜上水医院 13_東京都 世田谷区桜上水5-13-9  桜上水ヒルズ102

渡辺耳鼻咽喉科医院 13_東京都 世田谷区桜新町2-18-16

蓮沼クリニック 13_東京都 世田谷区桜新町2-8-2 MIYATAビル2F

園田耳鼻咽喉科医院 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-35-20

北岡クリニック 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-37-10ドルフ三茶2F

三軒茶屋駅前おなかクリニック 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-37-2 三茶ビル4階

駅前三軒茶屋みずもとレディースクリ

ニック
13_東京都

世田谷区三軒茶屋1-37-8 ワコーレ三軒茶屋64

ビル2F

伊藤医院 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-39-5-201

鈴木内科循環器科 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-39-5-202

武笠眼科医院 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-40-9

奈良クリニック 13_東京都 世田谷区三軒茶屋1-6-1

恩田メディカルプラザ 13_東京都
世田谷区三軒茶屋2-11-20 サンタワーズD棟5

階

戸塚小児科医院 13_東京都 世田谷区三軒茶屋2-47-6

若林医院 13_東京都 世田谷区若林3-33-15

高島・山田クリニック 13_東京都 世田谷区若林4-16-15

本間医院 13_東京都 世田谷区若林4-21-16

医療法人社団 慶康会 高田整形外科 13_東京都 世田谷区若林4-31-4

若林ゆうクリニック 13_東京都
世田谷区若林5-14-6 若林ゆうビルディング2

階

お産のできるクリニック 田中産科婦人

科
13_東京都 世田谷区松原2-30-6

矢島整形外科 13_東京都 世田谷区松原2-32-32

山形眼科クリニック 13_東京都 世田谷区松原2-39-19

大坪医院 13_東京都 世田谷区松原5-58-11

井上医院 13_東京都 世田谷区松原6丁目1-10

大賀内科クリニック 13_東京都 世田谷区上祖師谷4-17-10

皮フ科森戸医院 13_東京都 世田谷区上馬2-34-1

清水小児科 13_東京都 世田谷区上馬4-27-7

駒沢・風の診療所 13_東京都 世田谷区上馬4-4-10

医療法人社団 福地会 福地眼科 13_東京都 世田谷区上北沢3-20-22 1階

上北沢耳鼻咽喉科 13_東京都 世田谷区上北沢3-29-22 1階

上北沢クリニック 13_東京都 世田谷区上北沢4-11-8

上北沢内科小児科医院 13_東京都 世田谷区上北沢4-20-18

むさしアイクリニック上野毛駅前 13_東京都 世田谷区上野毛1-14-1
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杉本クリニック 13_東京都 世田谷区上野毛1-14-1-101

武整形外科 13_東京都 世田谷区上野毛1-27-12

うたクリニック内科消化器内科 13_東京都 世田谷区上野毛1-30-22

上野毛あだちクリニック 13_東京都 世田谷区上野毛2-7-16 3F

松村医院 13_東京都 世田谷区上野毛3-4-16

用賀レディースクリニック 13_東京都 世田谷区上用賀3-8-11

東京マザーズクリニック 13_東京都 世田谷区上用賀4-5-1

公立学校共済組合 関東中央病院 13_東京都 世田谷区上用賀6-25-1

医療法人社団プラタナス 桜新町アーバ

ンクリニック
13_東京都 世田谷区新町3-21-1

深沢眼科 13_東京都 世田谷区深沢5-2-9 ニューライフ等々力1F

医療法人社団修勇会 田﨑胃腸科内科 13_東京都 世田谷区深沢6-2-17

雨宮内科 13_東京都 世田谷区深沢6-30-13

医療法人社団さくら会 世田谷中央病院 13_東京都 世田谷区世田谷1-32-18

浅川クリニック 13_東京都 世田谷区世田谷1-3-8

医療法人社団多聞会 香取整形外科 13_東京都 世田谷区世田谷1-42-11

世田谷クリニック 13_東京都 世田谷区世田谷2-4-2 2階

せたがや上町脳神経クリニック 13_東京都 世田谷区世田谷2-4-2-4F・5F

あづみ眼科クリニック 13_東京都
世田谷区世田谷3-1-25 フローリッシュ世田谷

1F

足立内科医院 13_東京都 世田谷区世田谷3-24-13

世田谷子どもクリニック 13_東京都 世田谷区世田谷3-6-14-101

ながたクリニック 13_東京都
世田谷区世田谷4-1-3 世田谷医療

COMMUNITY 3F

公益財団法人 日産厚生会 玉川病院 13_東京都 世田谷区瀬田4-8-1

吉澤医院 13_東京都 世田谷区成城1-22-9

医療法人社団 風鳴会 成城墨岡クリ

ニック分院
13_東京都 世田谷区成城2-22-9

富士見台すずきクリニック 13_東京都 世田谷区成城4-7-13

元山医院 13_東京都 世田谷区成城5-6-7

医療法人社団 博樹健美会 臼井医院 13_東京都 世田谷区成城5-7-12

とよしま内視鏡クリニック 13_東京都 世田谷区成城6-17-5

成城こどもクリニック 13_東京都 世田谷区成城6-5-34 成城コルティ3F

鳥羽クリニック 13_東京都 世田谷区成城6-6-9

あおぞら成城駅前クリニック 13_東京都 世田谷区成城6-8-6 サラブライト成城ビル2F

成城コスモス小児科 13_東京都 世田谷区成城6-8-6 サラブライト成城3F

斎藤小児科内科医院 13_東京都 世田谷区赤堤1-39-15
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キタ・クリニック 13_東京都 世田谷区赤堤2-40-9

和みファミリークリニック 13_東京都 世田谷区赤堤2-44-10

小竹眼科 13_東京都 世田谷区赤堤4-23-5 カラーズガーデン1F

下高井戸耳鼻咽喉科医院 13_東京都 世田谷区赤堤4-41-4

さくら内科クリニック 13_東京都
世田谷区千歳台2-14-7 千歳クリニックモール

1F

吉澤内科ハートクリニック 13_東京都 世田谷区千歳台2-26-20

世田谷めぐりさわファミリークリニッ

ク
13_東京都 世田谷区千歳台3-11-12 MYT Doctors' Cube

(医)野崎医院 13_東京都 世田谷区千歳台5-2-18

医療法人社団 はなまる会 千歳台はな

クリニック
13_東京都 世田谷区千歳台5-22-1

せきぐちクリニック 13_東京都 世田谷区船橋1-16-1

田鹿医院 13_東京都 世田谷区船橋1-30-3-1C

中江クリニック 13_東京都 世田谷区船橋1-31-17

竹本 整形外科 13_東京都 世田谷区船橋1-37-6 フェスタエディビル 1F

医)正真会 世田谷脳神経外科クリニッ

ク
13_東京都 世田谷区船橋5-33-15

小山クリニック 13_東京都 世田谷区船橋5-9-6

大矢クリニック 13_東京都 世田谷区祖師谷3-27-7

海野歯科医院 13_東京都 世田谷区祖師谷3-50-5

うえだこどもクリニック 13_東京都 世田谷区祖師谷4-25-19

パークサイド脳神経外科クリニック 13_東京都 世田谷区太子堂1丁目3番39号 B1F

三軒茶屋メリーレディースクリニック 13_東京都 世田谷区太子堂2-15-1 野村三軒茶屋ビル2階

樹のはなクリニック 13_東京都 世田谷区太子堂2-26-2

キラリこどもクリニック 13_東京都 世田谷区太子堂3-1-24

いば小児科 13_東京都 世田谷区太子堂3-15-3

タナベ皮フ科クリニック 13_東京都
世田谷区太子堂4-26‐12 くらしの友三軒茶屋

ビル3階

岡田整形外科 13_東京都 世田谷区太子堂4-30-25 1階

三軒茶屋光寿眼科クリニック 13_東京都 世田谷区太子堂4丁目1-1 キャロットタワー2F

医療法人社団 小森クリニック 13_東京都 世田谷区太子堂5-11-4

三軒茶屋はやかわクリニック 13_東京都 世田谷区太子堂5-15-13

下山内科クリニック 13_東京都 世田谷区代沢2-44-14

原医院 13_東京都 世田谷区代沢3-12-17

代沢さくら醫院 13_東京都 世田谷区代沢4-45-19

医療法人社団 日慈会 北医院 13_東京都 世田谷区代沢4丁目32番10号
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かどた内科クリニック 13_東京都 世田谷区代沢5-18-1-2階

医療法人社団 慈正会 副島クリニック 13_東京都 世田谷区代沢5-3-8

堀医院 13_東京都 世田谷区代沢三丁目16番8号

菅外科・整形外科医院 13_東京都 世田谷区代田1-1-5

秋元クリニック 13_東京都 世田谷区代田1-45-3

医療法人社団 中島医院 13_東京都 世田谷区大原2-16-7 1階

医療法人社団 篠田会 大原クリニック 13_東京都 世田谷区大原2-23-19

くるみクリニック 13_東京都 世田谷区大原2-23-5

代田橋・眼科クリニック 13_東京都
世田谷区大原2‐27‐31 マンション代田橋

201

網野クリニック 13_東京都 世田谷区池尻2-26-5

ふるはた皮ふ科クリニック 13_東京都 世田谷区池尻2-37-21 アビタシオン池尻101

岸田こどもクリニック 13_東京都 世田谷区池尻3-20-2 柳盛堂Ⅱビル2階

森山医院 13_東京都 世田谷区中町2-17-20

松原診療所 13_東京都 世田谷区中町2-37-19

ローズレディースクリニック | セカン

ド
13_東京都 世田谷区等々力2-18-11

ローズレディースクリニック 13_東京都 世田谷区等々力2-3-18

古市クリニック 13_東京都 世田谷区等々力2-32-14

オークラ小児科 13_東京都 世田谷区等々力2-33-11

とどろき駅前クリニック 13_東京都 世田谷区等々力3-11-5

みずよしクリニック 13_東京都 世田谷区等々力4-1-1-2F

等々力診療所 13_東京都 世田谷区等々力6-1-17

等々力内科クリニック 13_東京都 世田谷区等々力8-24-14

丸山内科医院 13_東京都 世田谷区等々力8-6-3

医療法人社団 菅沼会 腎内科クリニッ

ク世田谷
13_東京都 世田谷区南烏山4-21-14

平泉医院 13_東京都 世田谷区南烏山4-4-11

医療法人社団 永研会 ちとせクリニッ

ク
13_東京都 世田谷区南烏山4-9-14

医療法人社団リバイブ 吉野クリニック 13_東京都 世田谷区南烏山5-1-15 ヒエモトビル102

烏山眼科医院 13_東京都 世田谷区南烏山5-16ー20-3F

医療法人社団 世田谷おがたブレストク

リニック
13_東京都 世田谷区南烏山5-18-13 モリッチビル2F

ファミリークリニック千歳烏山 13_東京都 世田谷区南烏山5-19-10-1F

烏山はなクリニック 13_東京都
世田谷区南烏山6-12-12 コーシャハイム千歳

烏山12号棟1階

しまだクリニック 13_東京都 世田谷区南烏山6-27-10 大黒ビル1F

183 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

小島整形外科医院 13_東京都 世田谷区南烏山6-3-14 池田快生堂ビル2階

石戸谷耳鼻咽喉科 13_東京都 世田谷区南烏山6-4-29、3階

ヨシダ消化器内科クリニック 13_東京都 世田谷区南烏山6-6-2

南烏山クリニック 13_東京都 世田谷区南烏山6-7-19 グレイスビル1F

鴻上内科医院 13_東京都 世田谷区梅丘1-11-3

近藤整形外科 13_東京都 世田谷区梅丘1-13-4

加藤医院 13_東京都 世田谷区梅丘1-57-11

田村クリニック 13_東京都 世田谷区粕谷4-15-1 ミユキビル1F

塩島内科医院 13_東京都 世田谷区粕谷4-8-12

はたのクリニック 13_東京都 世田谷区八幡山1-11-4

八幡山皮ふ科 13_東京都 世田谷区八幡山3-32-25  MYビル3F

皮膚科 金谷医院 13_東京都 世田谷区尾山台3-10-12

阿久津内科 13_東京都 世田谷区尾山台3-33-3

中野医院 13_東京都 世田谷区尾山台3-7-13

たかはし小児科クリニック 13_東京都 世田谷区北烏山1-29-3

成瀬医院 13_東京都 世田谷区北烏山1-41-18

社会福祉法人 康和会 久我山病院 13_東京都 世田谷区北烏山2-14-20

慶仁クリニック 13_東京都 世田谷区北烏山3-3-5

医)リカバリー こころのホームクリ

ニック世田谷
13_東京都 世田谷区北烏山3-5-9 日栄ビル201

池ノ上産婦人科医院 13_東京都 世田谷区北沢1-41-6

こころとからだの訪問クリニック 13_東京都 世田谷区北沢2-1-1 ツバサマンション103

下北沢整形外科リウマチ科クリニック 13_東京都 世田谷区北沢2-14-10 こだまビル3階

宇野皮膚科医院 13_東京都 世田谷区北沢2-20-14

佐々木眼科 13_東京都 世田谷区北沢2-8-4 松田ビル2階

ひら皮膚科クリニック 13_東京都
世田谷区北沢2丁目1-16 アーバニティ下北沢 

4F

直宮医院 13_東京都 世田谷区北沢3-11-14

佐伯医院 13_東京都 世田谷区北沢4-1-12

野沢3丁目内科 13_東京都 世田谷区野沢3-1-16

小板橋内科 13_東京都 世田谷区用賀1-7-22

松尾内科クリニック 13_東京都 世田谷区用賀2-10-14 フォレスト446 1F

佐藤診療所 13_東京都 世田谷区用賀2-35-4

滝本医院 13_東京都 世田谷区用賀2-36-12

医療法人社団プラタナス 用賀アーバン

クリニック
13_東京都 世田谷区用賀2-41-17-1F・2F

二宮こどもクリニック 13_東京都 世田谷区用賀4-12-15 ビバーチェAB号

医療法人社団 荏原会 荏原医院 13_東京都 世田谷区用賀4-13-11
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なおこ皮膚科クリニック 13_東京都 世田谷区用賀4-9-27 第3福ビル2階

用賀メンタルクリニック 13_東京都 世田谷区用賀4-9-7 アルイグスビル3F

とみまつ小児科循環器クリニック 13_東京都 清瀬市元町1-1-14 プランドールJ 2F

中島医院 13_東京都 清瀬市元町1-3-45 玉春堂ビル3・4F

杉本医院 13_東京都 清瀬市元町2-7-1

北多摩クリニック 13_東京都 清瀬市上清戸2-1-41

川辺内科クリニック 13_東京都 清瀬市竹丘2-1-3

医療法社団 医心会 酒田クリニック 13_東京都 清瀬市野塩5-280-2

奥多摩町国民健康保険 奥多摩病院 13_東京都 西多摩郡奥多摩町氷川1111番地

医療法人社団 健真会 新井クリニック 13_東京都 西多摩郡瑞穂町⾧岡1-51-2 ロングヒルズ1F

みすほクリニック 13_東京都 西多摩郡瑞穂町⾧岡⾧谷部31-1

医療法人社団 幹人会 菜の花クリニッ

ク
13_東京都 西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷454

医療法人社団 仁桜会 箱根ヶ崎耳鼻咽

喉科
13_東京都 西多摩郡瑞穂町東松原1-1

栗原医院 13_東京都 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎61

新井クリニック 13_東京都 西多摩郡⾧岡1-51-2

ななスキンケア皮膚科クリニック 13_東京都 西多摩郡日の出町平井216-11

山下眼科 13_東京都 西東京市谷戸町3-28-16

ひばりが丘てらむらクリニック 13_東京都 西東京市ひばりが丘3-3-16

ひばりヶ丘北口駅前クリニック 13_東京都
西東京市ひばりが丘北3-3-30 エクレールひば

り1階

医療法人社団 藤原会 藤原医院 13_東京都 西東京市ひばりが丘北4-8-4

医療法人社団 花みずき会 保谷厚生病

院
13_東京都 西東京市栄町1-17-18

みわ内科クリニック 13_東京都 西東京市下保谷4-12-2 メゾン泉1F

斉藤小児科内科クリニック 13_東京都 西東京市下保谷4-2-21

桑原内科クリニック 13_東京都
西東京市下保谷四丁目13-23 保谷stメディカ

ルビル2階

医療法人社団 一雅会 野田医院 13_東京都 西東京市向台町3-6-10

医療法人 沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病

院
13_東京都 西東京市向台町三丁目5番48号

ひがき医院 13_東京都 西東京市芝久保町1-11-10

医療法人社団 東光会 西東京中央総合

病院
13_東京都 西東京市芝久保町2-4-19

てらむら眼科 13_東京都
西東京市住吉町3-9-8 ひばりヶ丘メディカル

プラザ4F

ともまさ泌尿器科・皮フ科 13_東京都
西東京市住吉町3-9-8 ひばりヶ丘メディカル

プラザ5階

185 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

保谷内科呼吸器科クリニック 13_東京都 西東京市住吉町6-1-26

ひらたあや整形外科クリニック 13_東京都 西東京市新町2-5-35

医療法人社団 慈秀会 石田クリニック 13_東京都 西東京市谷戸町1-23-13

医療法人社団 吾勢会 指田医院 13_東京都 西東京市田無町4-2-11

医療法人社団 時正会 佐々総合病院 13_東京都 西東京市田無町4-24-15

湯川ウィメンズクリニック 13_東京都 西東京市田無町4-26-9 JSビル2F

保谷駅前つだ眼科 13_東京都
西東京市東町3-14-24 保谷駅南口メディカル

モール1F

東町耳鼻咽喉科 13_東京都 西東京市東町3-9-6-1F

はやし内科クリニック 13_東京都 西東京市東町6-6-10

ごとう内科 13_東京都 西東京市東伏見2-1-6

兼子耳鼻咽喉科医院 13_東京都 西東京市東伏見2-4-1

武村医院 13_東京都 西東京市東伏見5-9-14

武村クリニック 13_東京都 西東京市東伏見5-9-14

(医社)ゆずりは 永田外科胃腸内科 13_東京都 西東京市南町4-12-6

田無循環器クリニック 13_東京都 西東京市南町5-1-8 田無クリニックモール1F

田無耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都
西東京市南町5-1-8 田無クリニックモール2階

D区画

医療法人社団 佳朋会 すくすくkidsク

リニック
13_東京都 西東京市南町五丁目9番17号

かなざわファミリークリニック 13_東京都 西東京市北町1-6-1 レッツビルディング2階

河辺駅前クリニック 13_東京都 青梅市河辺町10-11-1 102号

介護老人保健施設 メディケア梅の園 13_東京都 青梅市駒木町3-594-1

新町皮フ科 13_東京都 青梅市新町2丁目16-2

あさひ整形外科クリニック 13_東京都 青梅市新町3-3-1 宇源ビル2F

青梅成木台病院 13_東京都 青梅市成木1-447

進藤医院 13_東京都 青梅市千ヶ瀬町6-797-1

大門診療所 13_東京都 青梅市大門3-11-1

大河原森本医院 13_東京都 青梅市仲町251

多摩リハビリテーション病院 13_東京都 青梅市⾧淵9-1412-4

林レディースクリニック 13_東京都 青梅市東青梅3-8-8

二俣尾診療所 13_東京都 青梅市二俣尾4-954-1

医療法人社団 仁桜会 青梅駅前耳鼻咽

喉科
13_東京都 青梅市本町120番地

医療法人財団 岩尾会 東京海道病院 13_東京都 青梅市末広町1-4-5

荒巻医院 13_東京都 青梅市野上町4-3-6

医療法人社団 久遠会 友田クリニック 13_東京都 青梅市友田町3-136-1

島崎眼科 13_東京都 千代田区永田町2-14-3
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株式会社日立製作所 本社ダイビル診療

所
13_東京都 千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル17階

医療法人社団 林内科クリニック 13_東京都 千代田区外神田2-17-4

ユアクリニック秋葉原 13_東京都 千代田区外神田4-9-2

株式会社日立製作所 本社丸の内セン

タービル診療所
13_東京都

千代田区丸の内1-6-1丸の内センタービル12

階

医療法人社団 医王会 丸の内トラスト

タワークリニック
13_東京都

千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN

館 2階

イーク丸の内 13_東京都 千代田区丸の内2-7-3-3F

MARU By Tokyo Business Clinic 13_東京都
千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディン

グ1階

東京ビジネスクリニック 八重洲北口 13_東京都
千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディン

グ地下1階

東京ビジネスクリニック グランスタ丸

の内
13_東京都

千代田区丸の内一丁目9番1号 JR東日本東京駅

構内地下1階

瀬木診療所 13_東京都 千代田区岩本町1-7-1

医療法人社団 プラタナス イーク紀尾

井町
13_東京都

千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス

紀尾井町紀尾井テラス3階

紀尾井町内科 13_東京都 千代田区紀尾井町3-1 KKDビル1階

滝医院 13_東京都 千代田区九段南4-3-1

MIZENクリニック市ヶ谷 13_東京都 千代田区九段南4-7-10 杉喜ビル6階

大島眼科医院 13_東京都 千代田区九段南4-7-13-2F

一般財団法人 全日本労働福祉協会 九

段クリニック
13_東京都 千代田区九段北1-9-5

市ヶ谷診療所 13_東京都 千代田区五番町2 横山ビル1F

グローバルヘルスケアクリニック 13_東京都 千代田区麹町3-12-2 麹町MSビル1F

大政クリニック 13_東京都 千代田区麹町4-3 麹町富士ビル2階

山岡クリニック 13_東京都 千代田区麹町4-3 麹町冨士ビル2F

小川眼科秋葉原 13_東京都 千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシアキバ7F

秋葉原あつたアレルギー呼吸器内科ク

リニック
13_東京都 千代田区神田岩本町1-5 清水ビル6階

医療法人社団 鈴森内科クリニック 13_東京都 千代田区神田岩本町1番地 岩本町ビル4F

千代田診療所 13_東京都 千代田区神田錦町1-9

公益財団法人 結核予防会 総合健診推

進センター
13_東京都 千代田区神田三崎町1-3-12

医療法人社団互酬会 水道橋東口クリ

ニック
13_東京都 千代田区神田三崎町1-3-12 水道橋ビル9F

丸山医院 13_東京都 千代田区神田三崎町2-20-1
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三井弘整形外科・リウマチクリニック 13_東京都
千代田区神田三崎町3-6-12 KDX神田三崎町ビ

ル2F

出版健康保険組合診療所 13_東京都 千代田区神田駿河台1-7

公益財団法人 佐々木研究所附属 杏雲

堂病院
13_東京都 千代田区神田駿河台1-8

とちの木通り診療所 13_東京都
千代田区神田駿河台1丁目7番10号 YK駿河台

ビル1階

瀬田クリニック東京 13_東京都
千代田区神田駿河台2-1-45 ニュー駿河台ビル

3F

ユアクリニックお茶の水 13_東京都 千代田区神田駿河台2-4 日健ビル3F

東京都教職員互助会三楽病院 13_東京都 千代田区神田駿河台2-5

ひまわりクリニックお茶の水 13_東京都 千代田区神田駿河台2-6-11 第87東京ビル 5階

医療法人社団 昌仁醫修会 瀬川記念小

児神経学クリニック
13_東京都 千代田区神田駿河台2-8 瀬川ビル2階

医療法人財団駿愛会 駿河台診療所診療

所
13_東京都

千代田区神田駿河台2丁目1-45 ニュー駿河台

ビル5階

水聖会 メディカルスキャニング お茶

の水
13_東京都 千代田区神田駿河台4-3-1F

医療法人社団雄治会 小川町メディカル

クリニック
13_東京都 千代田区神田小川町2-12 進興ビルB1F

加賀医院 13_東京都 千代田区神田神保町1-35

神保町消化器科内科 13_東京都
千代田区神田神保町2-9-1 神田神保町メディ

カルモール4F

神田すこやかクリニック 13_東京都
千代田区神田須田町1-30-1 パークホームズ千

代田淡路町104

てとあしの血管クリニック東京 13_東京都
千代田区神田須田町1-5-10 相鉄万世橋ビル1

階

医療法人社団聖水会 小笠原クリニック 13_東京都 千代田区神田須田町2-6 坂下ビル7～9階

医療法人財団 神尾記念病院 13_東京都 千代田区神田淡路町2-2

大手町皮膚科 13_東京都 千代田区大手町1-2-1 Otemachi One B102-4

クリニックフォア大手町 13_東京都 千代田区大手町1-2-1 Otemachi One地下1階

日本経済新聞社診療所 13_東京都 千代田区大手町1-3-7 日経ビル17F

大手町内科胃腸クリニック 13_東京都
千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスク

エアウエスト1階
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医療法人社団 渡邊内科 13_東京都
千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル地下

1F

大手町フィナンシャルシティ西山クリ

ニック
13_東京都

千代田区大手町1-9ー4 大手町フィナンシャル

シティ ノースタワー4F

耳鼻咽喉科 クリニカ神田 13_東京都 千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル2階

神田医院 13_東京都 千代田区鍛冶町1-8-6 神田KSビル2階

二宮内科クリニック 13_東京都 千代田区鍛冶町1-9-1 第2大久保ビル3F

医)神田診療所 13_東京都 千代田区内神田2-8-14

医療法人社団 久響会 あいクリニック

神田
13_東京都 千代田区内神田3-14-8 ニシザワビル5階

医療法人社団 敬雅会 山根耳鼻咽喉科 13_東京都 千代田区内神田3-16-4 吉和ビル2階

大森胃腸科 13_東京都 千代田区隼町2-15

東京キャンサークリニック 13_東京都 千代田区飯田橋1-3-2 曙杉館ビル9F

やじまクリニック 13_東京都 千代田区飯田橋1-8-9-201

医療法人社団 駿昭会 小池内科 13_東京都 千代田区富士見2-13-16

東京逓信病院 13_東京都 千代田区富士見2-14-23

日本歯科大学付属病院 13_東京都 千代田区富士見2-3-16

クリニックフォア飯田橋 13_東京都 千代田区富士見2-7-1 飯田橋プラーノ1F

有楽町ビル婦人科クリニック 13_東京都 千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル4F

有楽町ビル駅前眼科 13_東京都 千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル4F

医療法人 聖光園 細野診療所 13_東京都 千代田区有楽町1-2-14 紫ビル4F

日比谷トータルクリニック 13_東京都 千代田区有楽町1-6-1 第二日比谷ビル8階

有楽町電気ビルクリニック 13_東京都 千代田区有楽町1-7-1

日比谷クリニック 13_東京都 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館3F

医療法人社団 渡航者健診クリニック 13_東京都 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館3F

医療法人社団 西端耳鼻咽喉科 13_東京都 千代田区有楽町2-10-1

交通会館有楽町眼科 13_東京都 千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館2F

クリニックフォア有楽町 13_東京都 千代田区有楽町2-7-1 イトシア B1F

医療法人社団プラタナス イーク有楽町 13_東京都
千代田区有楽町2丁目7番1号 有楽町駅前ビル

ディング15F

小川耳鼻咽喉科 13_東京都 千代田区六番町7-36

(医)育楽会 あやせ駅前整形外科・内科 13_東京都 足立区綾瀬1-32-13 ハイネスアヤセ1階A・B

佐々木医院 13_東京都 足立区綾瀬2-26-17

あやせ慶友整形外科 13_東京都 足立区綾瀬2-33-2 アヤセメディカルモール2F

こもり耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 13_東京都 足立区綾瀬2-33-2-3F
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梅津クリニック 13_東京都 足立区綾瀬3-15-20-201

ヒガノクリニック 13_東京都 足立区綾瀬3-21-15-101

医療法人社団 俊秀会 エヌ・ケイ・ク

リニック
13_東京都 足立区綾瀬3-2-8 シティプレイスアヤセ3F

綾瀬おかだクリニック 13_東京都 足立区綾瀬4-30-15

中本耳鼻咽喉科医院 13_東京都 足立区伊興4-2-3

いりえクリニック 13_東京都 足立区加賀1-18-18 エステート野口102

真島クリニック 13_東京都 足立区関原1-21-2

医療法人社団 福寿会 関原クリニック 13_東京都 足立区関原3-1-11

医療法人社団 基延会 にしあらい整形

外科
13_東京都 足立区関原3-31-12

江北診療所 13_東京都 足立区栗原3-10-19-108

安藤ファミリークリニック 13_東京都 足立区栗原4-16-1

久保内医院 13_東京都 足立区弘道1-3-19

江北ファミリークリニック 13_東京都 足立区江北5-1-1

つのだ内科クリニック 13_東京都 足立区江北7-14-5

なかじま整形外科小児科クリニック 13_東京都 足立区皿沼1-16-5

医療法人社団 永徳会 皿沼クリニック 13_東京都
足立区皿沼1-5-8 ランドフォレスト足立皿沼

1F

中田医院 13_東京都 足立区鹿浜4-22-16

とねり耳鼻いんこう科・アレルギー科 13_東京都 足立区舎人1-11-16

特定医療法人社団 潤恵会 敬仁病院 13_東京都 足立区新田2-18-6

東京ほくと医療生活協同組合 鹿浜診療

所
13_東京都 足立区新田2-4-15

石川内科クリニック 13_東京都 足立区新田3-34-5 3階

医療法人社団 芳成会 芳村クリニック 13_東京都 足立区西綾瀬2-2-16

医療法人 みやび記念会 足立純心クリ

ニック
13_東京都 足立区西伊興1丁目5番1号

やまざきメディカルスクエア 13_東京都 足立区西伊興2-3-9

医療法人社団 あすは会  西伊興クリ

ニック
13_東京都 足立区西伊興4-1-1

ハラダクリニック 13_東京都 足立区西伊興4-9-11

おかのクリニック 13_東京都 足立区西新井1-11-4

東武大師前耳鼻科 13_東京都 足立区西新井1-3-1 大師前駅ビル2階

医療法人社団 成風会 高橋クリニック 13_東京都 足立区西新井5-15-9

にしあらい耳鼻咽喉科 13_東京都 足立区西新井栄町1-17-1 パサージオ3階

へんみ赤ちゃんこどもクリニック 13_東京都 足立区西新井栄町2-3-3 さくら参道ビル401
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成和会 介護老人保健施設 むくげのい

え
13_東京都 足立区西新井本町1-25-36

大石記念病院 13_東京都 足立区西新井本町2-23-1

西新井病院附属 成和クリニック 13_東京都 足立区西新井本町5-7-14 E.M.Sビル1階～3階

和田小児科医院 13_東京都 足立区西保木間2-15-23

安藤クリニック 13_東京都 足立区西保木間2-5-12-1階

相原医院 13_東京都 足立区青井2-12-11

足立外科胃腸内科医院 13_東京都 足立区青井2-24-8

医療法人社団健整会 米倉内科整形外科 13_東京都 足立区青井2-4-10

青井診療所 13_東京都 足立区青井4-29-23

小沢内科胃腸科 13_東京都 足立区千住1-31-3

ウィート女性クリニック北千住 13_東京都 足立区千住2-18-2F

千寿皮膚科医院 13_東京都 足立区千住2-1 コスモ北千住203

えんどう耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 足立区千住3-54-2

浅川医院 13_東京都 足立区千住3-76

ミルディス内科・胃腸科クリニック 13_東京都 足立区千住3-98 千住ミルディスⅡ番館304号

北千住眼科 13_東京都 足立区千住3-98-303

ミルディス小児科耳鼻科 13_東京都 足立区千住3-98 千住ミルディス二番館306

野原耳鼻咽喉科医院 13_東京都 足立区千住旭町39-11

医療法人社団 寿泉会 旭医院 13_東京都 足立区千住旭町9-15

こばやし眼科クリニック 13_東京都 足立区千住宮元町1-1

医療法人社団 叡美会 えのもとファミ

リークリニック
13_東京都 足立区千住橋戸町1-13 ポンテポルタ千住 4F

千住町眼科 13_東京都 足立区千住橋戸町1-13 ポンテポルタ千住4階

中居町クリニック 13_東京都 足立区千住寿町3-5

健愛クリニック 13_東京都 足立区千住曙町37-8

すずきこどもクリニック 13_東京都 足立区千住柳町18-7

鈴木内科胃腸クリニック 13_東京都 足立区千住緑町2-10-5

医療法人社団仁幸会 扇大橋病院 13_東京都 足立区扇1-55-28

医療法人社団大和会 平成扇病院 13_東京都 足立区扇3-26-5

近田医院 13_東京都 足立区足立2-3-17

田島眼科 13_東京都 足立区足立3-32-16

よしだ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都
足立区足立4-41-5 レーベン五反野ルナタワー

202

医療法人社団 芳沢医院 13_東京都 足立区大谷田2-16-12
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大谷田耳鼻咽喉科 13_東京都 足立区大谷田3-2-9

医療法人社団 真悠会  北あやせよつば

眼科
13_東京都 足立区大谷田4-7-17

えみ眼科クリニック 13_東京都 足立区谷在家3-2-1

綾瀬循環器病院 13_東京都 足立区谷中2-16-7

北綾瀬駅前せたクリニック 13_東京都 足立区谷中2-5-10 クイーンハイツ浅伊2F

あやせ循環器リハビリ病院 13_東京都 足立区谷中3-12-10

あやせ循環器クリニック 13_東京都 足立区谷中3-6-9

松尾クリニック 13_東京都 足立区谷中5-11-19

医療法人社団 医眞会 竹ノ塚診療所 13_東京都 足立区竹の塚1-39-14-101

中山内科クリニック 13_東京都 足立区竹の塚6-12-5

岩崎眼科医院 13_東京都 足立区竹の塚6-12-9

医療法人春央会 大澤クリニック 13_東京都 足立区中央本町4-9-10

日比谷医院 13_東京都 足立区中央本町5-5-27

医療法人社団 ⾧門クリニック 13_東京都 足立区中川2-5-8

おか整形外科内科医院 13_東京都 足立区島根2-20-15

山一ビル内科クリニック 13_東京都 足立区島根3-8-1 山一ビル島根Ⅱ1階

綾瀬セントラル内科クリニック 13_東京都 足立区東綾瀬1-9-4

綾瀬ふじい眼科医院 13_東京都 足立区東綾瀬1-9-4 プラザ白うめ3階

あやせ皮ふと子どものクリニック 13_東京都
足立区東綾瀬1-9-4 メディカルプラザあやせ2

階

佐藤医院 13_東京都 足立区東綾瀬2-11-13

ちばこどもクリニック 13_東京都 足立区東伊興1-12-16

医療法人社団 あすは会 東伊興クリ

ニック
13_東京都 足立区東伊興3-21-3

ようせいクリニック 13_東京都 足立区東保木間2-1-1

山田耳鼻咽喉科医院 13_東京都 足立区東和2-24-4 パレスMR1階

医療法人社団 恭美会 西川クリニック 13_東京都 足立区東和2丁目16-3

医療法人社団 大坪会 東和病院 13_東京都 足立区東和4丁目7番10号

北綾瀬とうわクリニック 13_東京都 足立区東和5-12-13 小田萬ビル2階

おおしま内科クリニック 13_東京都 足立区東和5-8-11-1F

増田クリニック 13_東京都 足立区南花畑5-17-1

北足立生協診療所 13_東京都 足立区入谷3-1-5

あべ内科小児科 13_東京都 足立区梅田1-18-5

森嶋皮フ科 13_東京都 足立区梅田6-3-11

番場整形外科医院 13_東京都 足立区梅田7-10-2

梅田診療所 13_東京都 足立区梅田8-2-10

西新井駅東口クリニック 13_東京都 足立区梅島3-32-24

木村小児科クリニック 13_東京都 足立区梅島3-32-24 第一矢野新ビル2階
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ほつかこどもクリニック 13_東京都 足立区保塚町8-16 2階

臼井耳鼻咽喉科医院 13_東京都 足立区保木間1-32-17

医療法人社団 美誠会 足立北病院 13_東京都 足立区保木間5-38-15

医療法人社団 三清会 聖英病院 13_東京都 足立区本木西町18-16

三原眼科医院 13_東京都 足立区本木北町14-6

医療法人社団 心和会 足立共済病院 13_東京都 足立区柳原1-36-8

中山内科医院 13_東京都 足立区六町1-15-34

松田医院 13_東京都 多摩市貝取1丁目48-1

北澤ニュータウンクリニック 13_東京都 多摩市愛宕4-17-1 リエス多摩センター1階

山善内科クリニック 13_東京都
多摩市一ノ宮4-40-3 聖蹟桜ヶ丘ガーデンハウ

ス101

たかまつ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 多摩市永山1-14-12 キャスケード1 1F

石川小児クリニック(小児科・内科) 13_東京都 多摩市永山1-4 グリナード永山504

医療法人社団 泰永会 宮国医院 13_東京都 多摩市永山1-4 グリナ―ド永山5F

多摩永山腎・内科クリニック 13_東京都 多摩市永山1-4 グリナード永山5階

医療法人社団 泰育会 山下眼科クリ

ニック
13_東京都 多摩市永山1-4 グリナード永山5階

日本医科大学多摩永山病院 13_東京都 多摩市永山1-7-1

せいせきサトウクリニック 13_東京都
多摩市関戸1-7-5 京王聖蹟桜ヶ丘S・C  C館1

階

東京みみはなのどサージクリニック 13_東京都 多摩市関戸2-66

多摩市こども準夜診療所 13_東京都 多摩市関戸4-19-5

まさ内科クリニック 13_東京都 多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘OPA5F

永山内科クリニック 13_東京都 多摩市乞田1426 KTAビル2階

多摩南部地域病院 13_東京都 多摩市中沢2-1-2

社会医療法人 河北医療財団 あいクリ

ニック中沢
13_東京都 多摩市中沢2-5-3 ゆいま～る中沢A棟1階

医療法人社団 昂星会 多摩ゆうあいク

リニック
13_東京都 多摩市鶴牧1-1-14 コージイコート1階

医療法人社団 めぐみ会 13_東京都 多摩市鶴牧1-24-1 新都市センタービル6F

つるまき八木クリニック 13_東京都 多摩市鶴牧5-4-1

からきだ駅前クリニック 13_東京都 多摩市唐木田1-1-7 プラザ唐木田1階

医療法人社団 めぐみ会 田村クリニッ

ク
13_東京都

多摩市落合1-32-1 多摩センターペペリビル4

階・5階

医療法人社団 めぐみ会 田村クリニッ

ク2
13_東京都

多摩市落合1-35 ライオンズプラザ多摩セン

ター3F

多摩センタークリニックみらい 13_東京都 多摩市落合1-38-1F

医療法人社団 めぐみ会 めぐみクリ

ニック
13_東京都 多摩市落合1-44-401
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耳鼻咽喉科多摩センタークリニック 13_東京都 多摩市落合1-9-3 セゾン・ド・大貫 4F

医療法人社団 三矢会 武島内科クリ

ニック
13_東京都 多摩市落合3-11-3

関谷クリニック 13_東京都 多摩市和田3-2-4

金井クリニック 13_東京都 台東区下谷2-4-2

中傳ビルクリニック 13_東京都 台東区花川戸1-2-6

四丁目クリニック 13_東京都 台東区元浅草4-6-4 大塚ビル2階

浅草病院 13_東京都 台東区今戸2-26-15

医療法人社団 せいおう会 鶯谷健診セ

ンター
13_東京都 台東区根岸2-19-19

(医)社団浩佳会 かとう医院 13_東京都 台東区根岸3-12-14・1階

医療法人社団 医翁会 浦尾医院 13_東京都 台東区根岸5-17-6

医療法人社団 同善会 同善会クリニッ

ク
13_東京都 台東区三ノ輪2-12-12

博腎会 野中医院 13_東京都 台東区寿1丁目10番20号

あさくさ田原町内科クリニック 13_東京都 台東区寿2-10-11 MS田原町ビル2階

ふじ内科 13_東京都 台東区小島2-18-15 御徒町オオツカビル2F

医療法人社団 柴田小児科医院 13_東京都 台東区松が谷3-16-4

医療法人社団 成守会 成守会クリニッ

ク
13_東京都 台東区松が谷3-18-5

北島クリニック 13_東京都 台東区上野1-16-16 第2三倉ビル3階

吉野眼科クリニック 13_東京都 台東区上野1-20-10 風月堂本社ビル6階

小川眼科診療所 13_東京都 台東区上野2-11-6

たまおか眼科 13_東京都 台東区上野2-7-13

くろす内科クリニック 13_東京都 台東区清川2-8-11

渡辺医院 13_東京都 台東区西浅草2-20-1

浅草クリニック 13_東京都 台東区浅草4-11-6

井上整形外科 13_東京都 台東区浅草4-41-6

えづれ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 台東区浅草6-9-9

医社)良月会 堀内科クリニック 13_東京都 台東区浅草橋1-24-3 杉木立ビル3階

浅草橋眼科 13_東京都 台東区浅草橋1-25-10 Y・ハヤシビルド2B

社会福祉法人 浅草寺病院 13_東京都 台東区浅草二丁目30番17号

竹内眼科クリニック 13_東京都 台東区蔵前3-1-10 蔵前セントラルビル3F

医療法人社団 クラマエ眼科 13_東京都 台東区蔵前3-13-13 NRビル2階

蔵前みみ・はな・のどクリニック 13_東京都 台東区蔵前3-6-1 玉川ビル2階

行德内科医院 13_東京都 台東区蔵前4-3-7

秋葉原白内障クリニック 13_東京都 台東区台東1-3-5 反町商事ビルディング4階

岩佐医院 13_東京都 台東区台東4-1-2

市村外科整形外科 13_東京都 台東区台東4-23-10 ヴェラハイツ御徒町1F
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医療法人社団 菊和会 谷中クリニック 13_東京都 台東区谷中3-13-10

池之端眼科クリニック 13_東京都 台東区池之端2-7-18

柴原医院 13_東京都 台東区池之端4-11-2

医療法人 石誠会 スキンケア上野クリ

ニック
13_東京都 台東区東上野3-18-7 上野駅前ビル7F

善平医院 13_東京都 台東区東上野6-2-13

医)椿診療所 13_東京都 台東区日本堤1-6-11

渡辺医院 13_東京都 台東区竜泉1丁目13-3

みのわこどもクリニック 13_東京都
台東区竜泉2-19-18 クリニックステーション

三ノ輪4F

さわい整形外科クリニック 13_東京都 台東区竜泉2-19-18-3F

渡辺病院 13_東京都 大田区羽田1-5-16

医療法人社団 緑山会 山田医院 13_東京都 大田区羽田2-22-3

尾野メディカルクリニック 13_東京都 大田区羽田2-5-1

羽田整形・形成外科 13_東京都 大田区羽田6-19-8

塩口産婦人科医院 13_東京都 大田区鵜の木2-16-10

森山整形外科 13_東京都 大田区鵜の木2-3-3

あきもと佳内科クリニック 13_東京都 大田区鵜の木3-6-2

まるこハート内科クリニック 13_東京都 大田区下丸子1-12-4

目蒲病院付属メカマクリニック 13_東京都 大田区下丸子3-22-13

城南チャイルドゼネラルクリニック 13_東京都 大田区蒲田1-7-14

東京リハビリ整形外科クリニックおお

た
13_東京都 大田区蒲田1-9-11 1F

あさもとクリニック 13_東京都 大田区蒲田3-18-12-102

田辺クリニック 13_東京都 大田区蒲田4-15-8 シュロスバッカス5F

若葉眼科病院 13_東京都 大田区蒲田4-22-11

かまた内科糖尿病クリニック 13_東京都 大田区蒲田4-29-2

医療法人社団 高賢会 安田整形外科 13_東京都 大田区蒲田4丁目18番10号

キネマアートクリニック 13_東京都 大田区蒲田5-28-18 京急醍醐共同開発ビル3階

蒲田いだ耳鼻咽喉科 13_東京都 大田区蒲田5-28-7 アーバンソレイユ1F

沢井医院 13_東京都 大田区蒲田5-9-19

増田外科 13_東京都 大田区蒲田本町1-4-8

久が原眼科 13_東京都 大田区久が原3-34-13

多田耳鼻咽喉科医院 13_東京都 大田区久が原5-11-14

塩崎内科医院 13_東京都 大田区山王1-25-19

山王内科クリニック 13_東京都 大田区山王2-3-13-4F

鈴木内科医院 13_東京都 大田区山王3-29-1

大森山王病院 13_東京都 大田区山王3丁目9番6号
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耳鼻咽喉科 光吉医院 13_東京都 大田区上池台1-17-11

瀬川医院 13_東京都 大田区上池台2-23-11

医療法人社団 しぶいこどもクリニック 13_東京都 大田区上池台2-40-11 プラスポイントB1F

夫婦坂クリニック 13_東京都 大田区上池台4-21-7

くわはら耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 大田区上池台5-32-4

医療法人社団 岡崎医院 13_東京都 大田区西蒲田4-16-10

小林皮膚科形成外科 13_東京都 大田区西蒲田5-19-9

はすぬまクリニック 13_東京都 大田区西蒲田7-12-6-102

医療法人社団 洋誠会 あかだクリニッ

ク
13_東京都

大田区西蒲田7-50-2 西蒲田ロイヤルハイツ1

階

医療法人しんクリニック 13_東京都 大田区西蒲田7-5-11 ツユキビル4階

三光クリニック蒲田駅前院 13_東京都 大田区西蒲田8-1-5-202

髙山外科 13_東京都 大田区西六郷2-8-4

渡邉医院 13_東京都 大田区西糀谷2-24-4

糀谷皮膚科 13_東京都 大田区西糀谷4-21-4 小嶋ビル1F

田園調布医師会診療所 13_東京都 大田区石川町2-7-1

かわかみクリニック 13_東京都 大田区雪谷大塚町19-14

松原内科 13_東京都 大田区雪谷大塚町18-9

千鳥町内科クリニック 13_東京都 大田区千鳥1-2-17

三浦医院 13_東京都 大田区千鳥2-14-3

東京ちどり病院 13_東京都 大田区千鳥2-39-10

藤川クリニック 13_東京都 大田区千鳥3-7-2

北原内科・外科クリニック 13_東京都 大田区多摩川1-21-6 ハイライズ新倉1階

医療法人社団オーシーエフシー会 大川

こども&内科クリニック
13_東京都 大田区多摩川1-6-16

医療法人財団 栄慈会 岩﨑内科クリ

ニック
13_東京都 大田区多摩川一丁目23番8号

大森西メンタルクリニック 13_東京都 大田区大森西7-7-11

三留クリニック 13_東京都 大田区大森西1-16-10

医療法人社団 祐真会 マチノマ大森内

科クリニック
13_東京都 大田区大森西3-1-38マチノマ大森3F

⾧山医院 13_東京都 大田区大森西3-17-7

大森町整形外科内科クリニック 13_東京都 大田区大森西3-19-16

池田耳鼻咽喉科医院 13_東京都 大田区大森西3-21-13  2F

健康館鈴木クリニック 13_東京都 大田区大森西5-25-11 ヴィラ・グラノーバ2階

いわた循環器科・内科 13_東京都 大田区大森西5-5-1 サニーガーデン1F
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梅屋敷内科クリニック 13_東京都
大田区大森西6-11-21 第二ダイカツビル101

号

うめやしき整形外科 13_東京都 大田区大森西6-13-16  MKビル2F

医療法人社団 桂晶会 ささもとクリ

ニック
13_東京都 大田区大森西6-15-18  黒栄ビル2F

医療法人社団 泰静会 大西医院 13_東京都 大田区大森中1-18-6

大田病院附属大森中診療所 13_東京都 大田区大森中1丁目22-2

浜畑眼科医院 13_東京都 大田区大森中2-15-7 アイビルディング4F

前村医院 13_東京都 大田区大森中2-19-17

医療法人社団 済生診療所 13_東京都 大田区大森中2-7-16

宮下クリニック 13_東京都 大田区大森中3-35-9

溝谷医院 13_東京都 大田区大森東2-1-4

大矢医院 13_東京都 大田区大森東2-15-8

趙メディカルクリニック 13_東京都 大田区大森東2-25-11

大森たなか眼科 13_東京都 大田区大森北1-10-14 LUZ大森7F

医療法人財団 安田病院 13_東京都 大田区大森北1-11-18

大森皮膚科クリニック 13_東京都 大田区大森北1-16-7 ビラ・コンフォール1F

菊地整形外科 13_東京都 大田区大森北1-29-3-201

石井メンタルクリニック 13_東京都 大田区大森北1-29-4

大森内科ハートクリニック 13_東京都 大田区大森北1-8-13 カスタリア大森2階

グッドスリープ・大森クリニック 13_東京都 大田区大森北1-8-2 icot大森2F

佐藤皮フ科クリニック 13_東京都 大田区大森北3-25-7

北條医院 13_東京都 大田区大森北3-4-5

産婦人科野口医院 13_東京都 大田区大森北4-25-5

医療法人社団 宏仁会 千葉医院 13_東京都 大田区大森北5-12-10

医療法人財団 十字会 古川医院 13_東京都 大田区大森北6-23-25

おおや眼科クリニック 13_東京都 大田区大森北6-25-12 アウルコート1F

医療法人社団 松井病院 13_東京都 大田区池上2-7-10

いけがみ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 大田区池上3-30-17

眞田クリニック 13_東京都 大田区池上4-30-3

医療法人社団 仁康会 川田医院 13_東京都 大田区池上6-1-8

ワキタ眼科 13_東京都 大田区池上6-21-12

水野内科クリニック 13_東京都 大田区池上6-21-12 脇田ビル 2F

ミューズスキンクリニック 13_東京都 大田区池上6-2-15 グランデ池上

池上総合病院付属クリニック 13_東京都 大田区池上6-3-10

医療法人社団 松和会 池上総合病院 13_東京都 大田区池上6丁目1-19

かげ山小児科 13_東京都 大田区池上7-14-11

池上メディカルクリニック 13_東京都 大田区池上7-6-5 ボニータビル4F

持田医院 13_東京都 大田区中央2丁目7番3号
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大森ふるや眼科クリニック 13_東京都 大田区中央3-15-16

松本医院 13_東京都 大田区中央4-25-11

宮下耳鼻咽喉科医院 13_東京都 大田区中央4-36-6 健督ビル1階

新井整形外科 13_東京都 大田区中央6-28-1 加藤ビル1F

荒井クリニック 13_東京都 大田区中央7-15-14-102

よぎ医院 13_東京都 大田区中央8-1-5

医療法人社団 元嗣会 黒崎耳鼻科クリ

ニック
13_東京都 大田区中央8-29-7-1F

医療法人社団 慈栄会 金子クリニック 13_東京都 大田区中馬込1-1-20

馬込中央診療所 13_東京都 大田区中馬込1-5-8

ファミリークリニック馬込 13_東京都 大田区中馬込2-26-15

中馬込おがわ内科 13_東京都 大田区中馬込2-7-10

医療法人相生会 どうどうクリニック 13_東京都 大田区仲池上1-31-13

たかはし整形外科 13_東京都
大田区仲六郷2-12-13 クリーンパークきさく1

階

岩田耳鼻咽喉科 13_東京都 大田区仲六郷2-16-3

雑色ヒフ科 13_東京都 大田区仲六郷2-29-3

高野整形外科 13_東京都 大田区仲六郷2-30-5

つぼた内科眼科クリニック 13_東京都 大田区仲六郷2-44-15

医療法人財団 博栄会 梅林医院 13_東京都 大田区田園調布1-11-14  田園調布ハイツB103

せせらぎクリニック多摩川 13_東京都 大田区田園調布1-33-3

藤田記念耳鼻咽喉科 13_東京都 大田区田園調布2-34-22

田園調布中央病院 13_東京都 大田区田園調布2-43-1

田園調布眼科 13_東京都 大田区田園調布3-4-4

医療法人社団 伍光会 田園調布醫院 13_東京都 大田区田園調布南22-10 光機舎ビル1F

竹内内科小児科医院 13_東京都
大田区田園調布本町40-12 コンド田園調布

201

和田循環器科内科 13_東京都 大田区東雪谷3-18-11

公益財団法人 東京都保健医療公社 荏

原病院
13_東京都 大田区東雪谷4-5-10

並木医院 13_東京都 大田区東雪谷5-27-13

医療法人社団 都川耳鼻咽喉科 13_東京都 大田区東矢口1-16-21

医療法人社団 静恒会 本多病院 13_東京都 大田区東矢口1-17-15

協愛医院 13_東京都 大田区東矢口3-17-6

西蒲田整形外科 13_東京都
大田区東矢口3-2-1 さんろーどダイヤモンド

マンション108

医療法人社団 慈嶺会 松尾医院 13_東京都 大田区東嶺町19-7

京浜診療所 13_東京都 大田区東六郷1-27-4
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えの本耳鼻咽喉科医院 13_東京都 大田区東糀谷2-13-9 コーポダイシュウ1階

医療法人社団 信愛会 鎌田医院 13_東京都 大田区東糀谷2-7-16

糀谷医院 13_東京都 大田区東糀谷2-7-6

羽田腎クリニック 13_東京都 大田区東糀谷一丁目20番20号

医療法人社団 有仁会 糀谷病院 13_東京都 大田区南蒲田三丁目3番15号

谷川医院 13_東京都 大田区南久が原1-8-16

永石医院 13_東京都 大田区南雪谷2-10-2

医療法人社団 伸和会 武井クリニック 13_東京都 大田区南雪谷2-17-7 第三サンユービル1階

村上内科 13_東京都 大田区南雪谷5-11-7

千束呼吸器アレルギークリニック 13_東京都 大田区南千束1-1-6 南千束山本ビル 2階

まつもとクリニック 13_東京都 大田区南千束3-19-18

正林医院 13_東京都 大田区南馬込4-9-7

齋藤医院 13_東京都 大田区南馬込5-26-7

西馬込あくつ耳鼻咽喉科 13_東京都
大田区南馬込5丁目40-1 西馬込メディカルビ

レッジ3階

藤井内科クリニック 13_東京都 大田区南馬込6-1-8

南馬込内科循環器クリニック 13_東京都 大田区南馬込6-21-3

たまがわ眼科クリニック 13_東京都 大田区南六郷2-21-9

木村こどもクリニック 13_東京都 大田区南六郷2-27-1 コーポ篠原1階

松坂医院 13_東京都 大田区萩中1-6-28

くどう耳鼻咽喉科 13_東京都 大田区北千束1-50-17 相川ビル101

富田医院 13_東京都 大田区北千束2-48-9

柳澤医院 13_東京都 大田区北千束3-28-6

東急病院 13_東京都 大田区北千束3丁目27番2号

御嶽山皮ふ科 13_東京都 大田区北嶺町11-8 第2田ノ原ビル2F

しみず内科クリニック 13_東京都 大田区北嶺町37-29 FLOW PLACE TOKYO2F

原口小児科クリニック 13_東京都 大田区北糀谷1-11-8 アルトT1F

新田セントラル内科クリニック 13_東京都 大田区矢口1-20-19 メゾン・ル・シエール1階

黒田医院 13_東京都 大田区矢口1-13-9

いしがき耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 大田区矢口1-19-5-1F エスポワール矢口

よしざわ整形外科クリニック 13_東京都 大田区矢口1-28-19 NIビル110号

広浜内科クリニック 13_東京都 大田区矢口1-6-17-101

呼吸ケアクリニック東京 13_東京都 中央区京橋1-12-5 YSビル1F

医療法人社団 實理会 東京八重洲クリ

ニック
13_東京都 中央区京橋1-1-6 越前屋ビル 2階

原眼科 13_東京都 中央区京橋2-11-11 宝永ビル2F202号
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松本内科院 13_東京都 中央区京橋2-11-5 パインセントラルビル5階

銀座胃腸クリニック 13_東京都 中央区京橋3-4-2 Fortuneビル2階

相互館クリニック 13_東京都 中央区京橋3-6-1 秋葉ビル4階

鄭一診療室 13_東京都 中央区銀座1-5-12 銀座クリスタルタワー8F

吉川医院 13_東京都 中央区銀座1-9-17

シロノクリニック 銀座院 13_東京都 中央区銀座2-2-2 ヒューリック西銀座ビル4F

銀座コレージュ耳鼻咽喉科 13_東京都 中央区銀座2-8-4 泰明ビル2F

東銀座小川診療所 13_東京都 中央区銀座3-12-7 原町ビル2階

銀座スキンクリニック 13_東京都 中央区銀座3-3-14-3階

医療法人しんあい会 銀座中央通り眼科 13_東京都
中央区銀座3-5-6 マツザワ第6ビル(旧井上商

会ビル)7階

木挽町医院 13_東京都 中央区銀座4-11-4

医療法人範慶会 白倉内科診療所 13_東京都 中央区銀座4-13-18 医療ビル1階

銀座四丁目診療所 13_東京都 中央区銀座4-5-1 教文館ビル8階

医療法人社団 銀座レディースクリニッ

ク
13_東京都 中央区銀座4丁目6-11 銀座センタービル6F

公益財団法人 研医会 研医会診療所 13_東京都 中央区銀座5-3-8

あやめ眼科 銀座クリニック 13_東京都 中央区銀座5-6-2 銀座七宝ビル7階

銀座内科・神経内科クリニック 13_東京都 中央区銀座6-12-10 銀座龍岡ビル2階

銀座の杜クリニック 13_東京都 中央区銀座7-2-4 ムサシ7ビル6階

銀座しまだ内科クリニック 13_東京都 中央区銀座8-4-26 イワキビル4F

KISHI CLINICA FEMINA 13_東京都 中央区銀座8-5-6 並木通り中島商事ビル5F

医療法人 清和会 HMレディースクリ

ニック銀座
13_東京都 中央区銀座三丁目4番16号

アイル女性クリニック 13_東京都 中央区月島1-8-1-203 アイマークタワー2F

善利医院 13_東京都 中央区月島3-13-4

西崎クリニック 13_東京都 中央区月島3-27-15 サンシティ銀座EAST2F

月島クリニック 13_東京都
中央区月島4-16-7 秀和第二月島レジデンス

106

サクマ眼科クリニック 13_東京都 中央区勝どき1-3-1 Brillia ist Tower勝どき3F

勝どきビュータワークリニック 13_東京都 中央区勝どき1-8-1 勝どきビュータワー215

勝どき二丁目クリニック 13_東京都 中央区勝どき2-9-14 勝どき二丁目富永ビル4F

こやまレディースクリニック 13_東京都 中央区勝どき3-3-6 勝どき田窪ビル 2F

勝どき脳神経外科 13_東京都 中央区勝どき3-5-5 AIP勝どき駅前ビル3F

有明こどもクリニック 勝どき院 13_東京都 中央区勝どき3-5-5 AIP勝どき駅前ビル3階
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勝どき駅前耳鼻咽喉科・頭頸部甲状腺

クリニック
13_東京都 中央区勝どき3-5-5-3階

医療法人社団真仁会M's レディースク

リニック
13_東京都 中央区勝どき4-8-2 MSビル1F

勝どきみなみクリニック 13_東京都 中央区勝どき4-8-5 アクティ東仲通り1階

ザ東京タワーズクリニック 13_東京都 中央区勝どき6-3-2-102

医療法人社団 進興会 東京ダイヤビル

クリニック
13_東京都

中央区新川1-28-25 東京ダイヤビルディング3

号館1F

あさの皮フ科 13_東京都 中央区新川2-22-2 佐野ビル2階

東京八丁堀皮膚科形成外科 13_東京都
中央区新川2-28-2 メディカルプライム新川4

階

晴海眼科 13_東京都 中央区晴海1-8-16 晴海トリトン2F

晴海3丁目クリニック 13_東京都 中央区晴海3-10-1 Daiwa晴海ビル1F

晴海通りクリニック 13_東京都 中央区築地1-13-1

おおいわ腎クリニック 13_東京都 中央区築地1-9-9

築地皮膚と手のクリニック 13_東京都 中央区築地1-9-9 細川築地ビル8F

いしいクリニック築地 13_東京都 中央区築地3-4-7 銀鱗ビル5階

mammaria tsukiji 13_東京都 中央区築地3-7-2 築地スカイビル5F

築地サイトウクリニック 13_東京都 中央区築地7-12-14 紀文第2ビル2階

リバーシティこどもクリニック 13_東京都 中央区佃2-1-6 リバーシティMスクエア1F

月島ふれあいクリニック 13_東京都
中央区佃2-20-5 月島医療ステーション2F～

5F

東京実業健康保険組合診療所 13_東京都 中央区東日本橋3-10-4

上田診療所 13_東京都 中央区日本橋2-1-10 柳屋ビル地下1階

中山眼科医院 13_東京都 中央区日本橋2-1-19

日本橋サンクリニック 13_東京都 中央区日本橋2-1-21 第二東洋ビル3階

日本橋みどり眼科クリニック 13_東京都 中央区日本橋2-1-10 柳屋ビルB2

八重洲街診療所 13_東京都 中央区日本橋2-2-20

丸紅東京本社診療所 13_東京都 中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー

日本橋榎本内科 13_東京都 中央区日本橋3-3-12 E-1ビル3F

八重洲眼科医院 13_東京都 中央区日本橋3丁目1-2

医療法人社団 平郁会 日本橋かきがら

町クリニック
13_東京都 中央区日本橋蛎殻町1-10-4 宮田ビル2階

やなぎかよクリニック 13_東京都 中央区日本橋蛎殻町1-10-4-3F

弓削医院 13_東京都 中央区日本橋蛎殻町1-28-7

水天宮前いきいきクリニック 内科・呼

吸器内科
13_東京都

中央区日本橋蛎殻町1-29-6 水天宮前東急ビル

2階

水天宮藤田眼科 13_東京都
中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル7

階
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茅場町いとう医院 13_東京都 中央区日本橋茅場町1-13-15 新居ビル3F

茅場町パークサイドクリニック 13_東京都 中央区日本橋茅場町2-2-1 東石ビル1F

セントラルクリニック 13_東京都 中央区日本橋茅場町2-7-9

鉄鋼会館診療所 13_東京都 中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5階

久松町まつうらクリニック 13_東京都
中央区日本橋久松町10-8 フィルパーク日本橋

久松町2F

医療法人社団 小池医院 13_東京都 中央区日本橋室町1-12-9

医療法人社団中央みなと会 三井タワー

クリニック
13_東京都 中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー5F

日本橋内科・アレルギー科クリニック 13_東京都
中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル

7F

日本橋白内障クリニック 13_東京都
中央区日本橋室町2丁目4-1 浮世小路千疋屋ビ

ル3F

医療法人社団ミッドタウンクリニック 

日本橋室町三井タワー ミッドタウンク

リニック

13_東京都
中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タ

ワー7階

医療法人厚生会 神田南口健診クリニッ

ク
13_東京都 中央区日本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル7階

大辻内科クリニック 13_東京都 中央区日本橋室町4-2-1

医療法人社団 王診療所 13_東京都 中央区日本橋室町4-3-9

安江レディースクリニック 13_東京都 中央区日本橋小舟町15-15-4F

みらいクリニック 13_東京都 中央区日本橋小伝馬町9-6 松村ビル3F

つぶく医院 13_東京都 中央区日本橋小網町3-12

玉寄クリニック 13_東京都 中央区日本橋人形町1-12-11-105

整形外科河合クリニック 13_東京都 中央区日本橋人形町1-6-9 大内ビル2階

医療法人社団 陽心会 シニアメンタル

クリニック日本橋人形町
13_東京都 中央区日本橋人形町2-2-3 アライヴ人形町5F

中央内科クリニック 13_東京都 中央区日本橋人形町2-7-8

さいとう内科・循環器クリニック 13_東京都 中央区日本橋大伝馬町13-8-3F

日本橋馬喰町クリニック 13_東京都
中央区日本橋馬喰町1-6-1 JU SKYTOWER 日

本橋3階

浜町センタービルクリニック 13_東京都 中央区日本橋浜町2-31-1

日本橋浜町クリニック 13_東京都 中央区日本橋浜町2-38-3

日本橋カワマタ内科クリニック 13_東京都 中央区日本橋富沢町10-18-1階

医療法人社団 安寿厚生会 らいふサイ

エンス内科クリニック
13_東京都 中央区日本橋堀留町2-6-6

みどりスキンケアクリニック日本橋 13_東京都
中央区日本橋堀留町2-6-6 ライフサイエンス

ビル4F
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り・としや眼科クリニック 13_東京都
中央区日本橋堀留町2-6-6 ライフサイエンス

ビル6階

医療法人社団KYG医療会 ライフサイエ

ンス健診クリニック
13_東京都

中央区日本橋堀留町2-6-6 ライフサイエンス

ビル2・3階

日本橋木原クリニック 13_東京都 中央区日本橋堀留町2-8-5 デンヨービル1階

五十嵐内分泌クリニック 13_東京都 中央区日本橋本町1-5-11-2F

日本橋室町クリニック 13_東京都 中央区日本橋本町1-5-6 第一中央ビル1階

日本医療機器開発機構 13_東京都
中央区日本橋本町2-3-11 日本橋ライフサイエ

ンスビルディング601

KRD-Nihombashi 13_東京都 中央区日本橋本町4-4-2

八重洲ヤヨイクリニック 13_東京都 中央区八重洲1-9-13

医療法人社団 紀夢会 八重洲大島眼科 13_東京都 中央区八重洲2-1 八重洲地下街地下2階

八重洲さくら眼科 13_東京都 中央区八重洲2-4-11 八重洲h+ビル2階

三和会中央診療所 13_東京都 中央区八丁堀3-20-5 S-GATE八丁堀2階

高橋医院 13_東京都 中央区八丁堀3-26-8 高橋ビル1階

医療法人社団 中央みなと会 中央みな

とクリニック
13_東京都 中央区明石町8-1 聖路加タワー2階

聖路加クリニック 13_東京都 中央区明石町8番1号

哲学堂 石井内科医院 13_東京都 中野区江古田1-1-4

武蔵野療園病院 13_東京都 中野区江古田2-24-11

総合東京病院 13_東京都 中野区江古田3-15-2

社会福祉法人 浄風園 中野江古田病院 13_東京都 中野区江古田4-19-9

すぎやまクリニック 13_東京都 中野区鷺宮1-27-5 ISM都立家政3F

熊谷医院 13_東京都 中野区鷺宮3-32-5

宮嶋メディカルクリニック 13_東京都 中野区若宮1-25-12

佐藤医院 13_東京都 中野区若宮2-23-6

松瀬医院 13_東京都 中野区松が丘1-10-13

沼袋すがなみ眼科 13_東京都 中野区沼袋1-44-2

西武沼袋医院 13_東京都 中野区沼袋1丁目7番14号

江古田沼袋診療所 13_東京都 中野区沼袋4-27-15 フォーシーズンビル1F

宮地内科医院 13_東京都 中野区上高田1-35-9

熊埜御堂耳鼻咽喉科 13_東京都 中野区上高田2-1-3 HNB 1階

新井五行堂医院 13_東京都 中野区上高田2-9-11

野原産婦人科クリニック 13_東京都 中野区上高田3-39-12

やまぐち内科ハートクリニック 13_東京都
中野区上鷺宮2-4-1 マインドチャージパレス1

階

千川通りあさのクリニック 13_東京都 中野区上鷺宮3-16-1

髙木小児科医院 13_東京都 中野区上鷺宮4-19-10

かみさぎ眼科クリニック 13_東京都 中野区上鷺宮4-3-1

203 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

たかのクリニック 13_東京都 中野区上鷺宮4-6-38

福田眼科医院 13_東京都 中野区新井2-33-1

山田クリニック 13_東京都 中野区新井2-6-10

たかとり内科 13_東京都 中野区大和町1-30-6

セイメイ内科 13_東京都 中野区中央1-25-5-106

渡辺整形外科・外科・内科 13_東京都 中野区中央2-2-3

おがた皮フ科クリニック/かとう歯科

医院/せき眼科
13_東京都 中野区中央2-2-31

おがた皮フ科クリニック 13_東京都 中野区中央2-2-31 中野NSBビル6F

なまため眼科 13_東京都 中野区中央5-15-4 MARINOビル1階

やまさき内科クリニック 13_東京都 中野区中央5-39-13 シャトレソレイユ1階

山田医院 13_東京都 中野区中野2-14-17

近藤クリニック 13_東京都 中野区中野3-27-20 アルカディア中野Ⅲ1F

矢野クリニック 13_東京都 中野区中野3-28-21 キャッスル中野1階

後藤眼科 13_東京都 中野区中野3-33-3-8 インツ中野ビル

医療法人社団 千秋双葉会 耳鼻咽喉科

セントラルパーク中野
13_東京都

中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイー

スト1F

とどろき皮膚科クリニック 13_東京都 中野区中野4-2-1 中野サンキビル5階

東京警察病院 13_東京都 中野区中野4-22-1

社会医療法人社団 健友会 中野共立病

院付属中野共立診療所
13_東京都 中野区中野5-45-4

井上内科診療所 13_東京都 中野区中野5-52-15 ブロードウェイ4F7号

はりかえメンタルクリニック 13_東京都 中野区中野5-65-5 豊島興行ビル4階

ひまわりアイクリニック中野 13_東京都 中野区中野5丁目64-9 サンモール藤屋ビル

菖医院 13_東京都 中野区東中野1-25-9

武藤耳鼻いんこう科医院 13_東京都 中野区東中野1-35-21

髙田整形外科・皮膚科クリニック 13_東京都 中野区東中野2-27-7

医療法人社団 敬裕会 高田整形外科ク

リニック
13_東京都 中野区東中野2-27-7-1F

メディカルコート池田耳鼻咽喉科 13_東京都
中野区東中野2-27-7 メディカルコートタカダ

2階

後藤クリニック 13_東京都 中野区東中野3-11-6 誠屋ビル2階

医療法人社団 佐介会 田中クリニック 13_東京都 中野区東中野3-17-18

中山レディスクリニック 13_東京都 中野区東中野3-9-14

白川クリニック 13_東京都 中野区南台2-51-8 グランルージュ中野南台1F

医療法人社団 健朗会 三五医院 13_東京都 中野区南台2-6-8

たまつ小児科医院 13_東京都 中野区南台3-15-5  岡山ビル1F

高橋医院 13_東京都 中野区南台3-3-3
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皮膚科こかじクリニック 13_東京都 中野区南台3-6-17 クリスタルコート88 1階

明野眼科 13_東京都 中野区白鷺2-49-27

仁友クリニック 13_東京都 中野区本町2-45-10

医療法人社団 朋翔会 弥生ファースト

クリニック
13_東京都

中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイ

ン

やまもと消化器内科クリニック 13_東京都 中野区本町3-31-7 プレジールS 1F

寺田内科医院 13_東京都 中野区本町3-32-22 東ビル2階

船戸耳鼻咽喉科医院 13_東京都 中野区本町4-21-11

やまぎしこどもクリニック 13_東京都 中野区本町4-45-9-2

林整形外科 13_東京都 中野区野方1-4-18

杉本医院 13_東京都 中野区野方2-7-17

石森脳神経外科 13_東京都 中野区野方5-10-15

耳鼻咽喉科 奧平医院 13_東京都 中野区野方5-18-2

ちひろこどもクリニック 13_東京都 中野区野方5-22-8

⾧谷川医院 13_東京都 中野区野方5-28-6

堀内眼科医院 13_東京都 中野区野方6-3-10

松崎皮フ科 13_東京都 中野区野方6-4-1-2F

つるい整形外科 13_東京都 中野区野方6-6-2 サンクリバージュ野方1F

溝口医院 13_東京都 中野区弥生町2-12-9

はまだ耳鼻咽喉科 13_東京都 中野区弥生町2-21-11 協和ビル5番館201

医療法人社団 博和会 山本眼科クリ

ニック
13_東京都 中野区弥生町3-26-3

社会医療法人 社団健友会 川島診療所 13_東京都 中野区弥生町3-27-11

豊川小児科内科医院 13_東京都 町田市つくし野2-18-18

もちづき整形外科・内科 リハビリクリ

ニック
13_東京都 町田市つくし野2-26-45

すずかけ台診療所 13_東京都 町田市つくし野3-17-9

医療法人 東八雲会 かどわきクリニッ

ク
13_東京都 町田市つくし野4-9-8

医療法人社団 小泉医院 13_東京都 町田市玉川学園2-5-24

青山眼科クリニック 13_東京都 町田市玉川学園2-8-15

野口整形外科 13_東京都 町田市玉川学園7-4-4

岩崎整形・形成外科クリニック 13_東京都 町田市玉川学園8-8-1

若山クリニック 13_東京都 町田市金井2-3-18

鹿島内科クリニック 13_東京都
町田市金森東1-25-29 金森メディカルプラザ 

A棟1号室

熊谷医院 13_東京都 町田市金森東34-33-4

中村内科 13_東京都 町田市金森東4-42-28 ワタヤビルNo.2-1FA

みるるクリニック原町田 13_東京都 町田市原町田1-15-18
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医療法人社団 絢雄会 ミーナ町田ジェ

イクリニック
13_東京都 町田市原町田4-1-17 ミーナ町田4F

町田まつむら眼科 13_東京都 町田市原町田6-2-6 町田モディ8F

原町田さわだ内科・泌尿器科 13_東京都
町田市原町田6-29-3 新原町田クリニックビル

102号

医療法人社団 小林メディカル こばや

しクリニック
13_東京都 町田市原町田6-3-3 町映ビル4階

木下内科胃腸科 13_東京都 町田市高ヶ坂3-7-11

医療法人社団 金子内科クリニック 13_東京都 町田市根岸2丁目1-14

医療法人社団 三医会 鶴川記念病院 13_東京都 町田市三輪町1059-1

医療法人社団 三医会 鶴川リハビリ

テーション病院
13_東京都 町田市三輪町1129

河辺内科医院 13_東京都 町田市三輪町168-1 フェリシア三輪

快晴会 やまざき整形外科・外科 13_東京都 町田市山崎町2055-2 グランハート町田B-105

やました内科・脳神経クリニック 13_東京都 町田市山崎町2055-2 グランハート町田B-107

しながわ内科・循環器クリニック 13_東京都 町田市山崎町333-1

こじま内科 13_東京都 町田市小山町3245-1

つくし野耳鼻咽喉科 13_東京都 町田市小川1-2-32

にし整形外科 13_東京都 町田市小川3-2-68

鶴川さくら病院 13_東京都 町田市小野路町1632番地

たかはしクリニック 13_東京都 町田市常盤町3200-1

医療法人社団 さくらメディカルクリ

ニック
13_東京都 町田市常盤町3200-1, 2F-A

町田東口クリニック 13_東京都 町田市森野1-35-8 ヴィンテージⅡ3F

原田眼科 13_東京都 町田市森野1-39-15

町田まごころクリニック 13_東京都 町田市森野2-8-15 AWA渋谷ビルB1F

やもりこどもクリニック 13_東京都 町田市真光寺2-37-11

医療法人財団 明理会 鶴川サナトリウ

ム病院
13_東京都 町田市真光寺町197

よしの病院 13_東京都 町田市図師町2252

近藤医院 13_東京都 町田市成瀬1-6-7

成瀬台耳鼻咽喉科 13_東京都 町田市成瀬台3-8-16

西嶋医院 13_東京都 町田市成瀬台三丁目8-18

上相原病院 13_東京都 町田市相原町5098

大蔵メンタルクリニック 13_東京都 町田市大蔵町2221-2 NSビル

おおくら医院 13_東京都 町田市大蔵町3165

みむろウィメンズクリニック 13_東京都 町田市中町1-2-5 SHELL MIYAKO V 2F
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町田エールクリニック 13_東京都 町田市中町1-9-22

保坂眼科 13_東京都 町田市中町4-20-6

医療法人社団TONAN 都南産婦人科 13_東京都 町田市中町4丁目11番6号

医療法人社団 はやしクリニック 13_東京都 町田市忠生2-28-7 ロイヤルヒルズK1階

久田内科・呼吸器内科クリニック 13_東京都 町田市忠生3-20-2

いのうえ内科クリニック/井上医院 13_東京都 町田市鶴間1-18-13 2F

いのうえ内科クリニック 精神科デイケ

ア
13_東京都 町田市鶴間1-18-13 2F

井上医院 13_東京都 町田市鶴間1-18-13 2F

はなみ内科 13_東京都 町田市鶴間1-19-35-3F

南町田こどもクリニック 13_東京都
町田市鶴間1-19-35 南町田クリニックビルI-2

階201号室

たなかだて内科・呼吸器内科クリニッ

ク
13_東京都

町田市鶴間3-3-1 グラベリーパークステー

ションコート2F

前田眼科医院 13_東京都 町田市鶴川3-12-19

南つくし野おおなかクリニック 13_東京都 町田市南つくし野3-10-27

玉川学園土屋クリニック 13_東京都 町田市南大谷219-23

つるかわ心療クリニック 13_東京都
町田市能ヶ谷1-5-8 鶴川インペリアルビル4階

-D

医療法人社団 幸益会 川村クリニック 13_東京都 町田市本町田2943-1 サンライズヒル201

小西眼科医院 13_東京都 町田市本町田846-1

医療法人 清和会 小室医院 13_東京都 町田市木曽西5-1-31

村野小児科アレルギー科 13_東京都 町田市野津田町1083

山口小児クリニック 13_東京都 町田市野津田町1364

医療法人社団 桐光会 調布病院 13_東京都 調布市下石原3-45-1

医療法人社団 みなと会 柴崎ファミ

リークリニック
13_東京都

調布市菊野台2丁目23-5 サニーアイランドビ

ル3F

おぎもと内科クリニック 13_東京都 調布市国領町2-13-8

医療法人社団 翔和仁誠会 国領駅前耳

鼻科
13_東京都 調布市国領町3-10-24 レジェンド国領1F

医療法人社団 翔和仁誠会 国領駅前ク

リニック
13_東京都 調布市国領町3-10-24 レジェンド国領2F

国領内科・消化器内科クリニック 13_東京都 調布市国領町3-3-20 よろずやビル201号室

医社)爽慶会さいとうクリニック耳鼻咽

喉科
13_東京都 調布市国領町4-8-3 亀乃子ビル4階

須藤クリニック 13_東京都 調布市国領町5-28-8

医療法人社団 大和会 多摩川病院 13_東京都 調布市国領町5-31-1

潤クリニック 13_東京都 調布市国領町5-70-2

国領めいようクリニック 13_東京都 調布市国領町8-6-8
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医療法人社団 慶晃会 雨宮整形外科 13_東京都 調布市小島町1-14-3 ヒューリック調布2F

せき循環器内科クリニック 13_東京都 調布市小島町1-14-3 ヒューリック調布2F

ながせ腎泌尿器科・外科 13_東京都 調布市小島町1-14-3 ヒューリック調布2階

調布レディースクリニック 13_東京都 調布市小島町1-5-6-2階

桐生クリニック 13_東京都 調布市小島町2-40-10

村松整形脳神経外科医院 13_東京都 調布市小島町3-50-5

小林内科 13_東京都 調布市上石原2-30-22

特定医療法人社団 青山会 青木病院 13_東京都 調布市上石原3-33-17

医療法人社団 欣助会 吉祥寺病院 13_東京都 調布市深大寺北町4-17-1

工藤ハートフル・クリニック 13_東京都 調布市深大寺北町6-38-6 ブルージュ

つつじヶ丘クリニック 13_東京都 調布市西つつじヶ丘1-2-1

秋鹿クリニック 13_東京都 調布市西つつじヶ丘3-26-6

医療法人社団 永研会 永研会クリニッ

ク
13_東京都 調布市仙川町1-11-8 仙川FTビル2階・3階

仙川駅前すずきクリニック 13_東京都 調布市仙川町1-18-2-3F

田村耳鼻咽喉科医院 13_東京都 調布市仙川町1-19-18

山城整形外科 13_東京都 調布市仙川町1-20-16

よこすかレディースクリニック 13_東京都 調布市仙川町1-20-16 ヴィバーチェ仙川2階

仙川町クリニック 13_東京都 調布市仙川町1丁目9番地37

ちかざわ耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 調布市仙川町2-12-6 アヴェニール仙川1-A

せたがや仙川クリニック 13_東京都 調布市仙川町2-21-13 仙川ビルB館3階

仙川整形外科 13_東京都 調布市仙川町3-2-4 ウィステリア仙川1階A

村上こどもクリニック 13_東京都 調布市仙川町3-7-15

予防接種のこども診療所 13_東京都 調布市染地2-43-76

くわの胃腸科内科 13_東京都 調布市染地3-1-1 メディカルガーデン10C

調布ヶ丘耳鼻科 13_東京都 調布市調布ヶ丘2-27-9

ふしや内科・消化器内科クリニック 13_東京都 調布市調布ヶ丘3-19-12 桑田ビル2階

医療法人社団 大坪会 北多摩病院 13_東京都 調布市調布ヶ丘4丁目1番地1

つつじヶ丘ホームドクタークリニック 13_東京都 調布市東つつじヶ丘1-2-4 OGビル1階B号室

東京さつきホスピタル 13_東京都 調布市東つつじヶ丘2-27-1

プライムクリニック 13_東京都
調布市入間町2-28-36 ウエリスオリーブ成城

学園前1F

飛田給プライマリクリニック 13_東京都 調布市飛田給1-11-1 ソフィア調布1F

飛田給内科クリニック 13_東京都 調布市飛田給1-28-2  平原ビル1F

ささもとこどもクリニック 13_東京都 調布市飛田給1-41-5 TOビル2階

高坂皮膚科 13_東京都 調布市飛田給1丁目27-3 1F-A

医療法人社団 飯野病院 13_東京都 調布市布田4-3-2

医療法人社団 入村会 にゅうむら医院 13_東京都 調布市布田2-16-2 ステックス2F
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医療法人社団 翔和仁誠会 調布駅前ク

リニック耳鼻咽喉科
13_東京都

調布市布田4-17-10 セントラルレジデンス調

布3F

福地クリニック 13_東京都 調布市布田4-20-3-1F

緑ヶ丘井上内科診療所 13_東京都 調布市緑ヶ丘2-2-1

医療法人社団 清清会 大波クリニック 13_東京都 東久留米市下里7丁目6番2号

東久留米なごみ内科診療所 13_東京都 東久留米市幸町3-11-14

おざき内科循環器科クリニック 13_東京都 東久留米市幸町4-2-1

さいわい町診療所 13_東京都 東久留米市幸町5-7-1

医療法人社団 幾瀬会 いくせ医院 13_東京都 東久留米市新川町1-4-18

うめつ眼科医院 13_東京都 東久留米市新川町1-4-18 わかさとビル2F

福山内科クリニック 13_東京都 東久留米市新川町1-9-22

たきぐち内科クリニック 13_東京都 東久留米市前沢4-31-4

島田整形外科 13_東京都 東久留米市前沢5-24-23

好仁会 滝山病院 13_東京都 東久留米市滝山4-1-18

アルテミスウイメンズホスピタル 13_東京都 東久留米市中央町1-1-20

前田病院 13_東京都 東久留米市中央町5-13-34

医療法人社団 実幸会 石橋クリニック 13_東京都 東久留米市東本町8-9 大野メディカルビル2階

さくらんぼキッズクリニック 13_東京都 東久留米市南町4-1-17 リールヴィーヴル

山口内科・呼吸器科クリニック 13_東京都
東久留米市本町3-12-2 ユアコート東久留米 

1F

富士見通り診療所 13_東京都
東久留米市本町3-3-23 エアフォルクレーベン

1F

水野胃腸クリニック 13_東京都 東久留米市本町3-8-19 セレブリオ本町3丁目A

医療法人社団ミッドタウンクリニック 

東京ミッドタウンクリニック
13_東京都 港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6F

水谷医院 13_東京都 東村山市栄町1-13-1

医療法人社団SAK さかき皮フ科・外科

クリニック
13_東京都

東村山市栄町1-4-26 久米川メディカルビル5

階

レインボー眼科 13_東京都 東村山市栄町1-4-26 清光ビル501

医療法人社団 駒井医療看護の会 駒井

整形外科クリニック
13_東京都 東村山市栄町2-21-11 肥沼ビル2F

武こどもクリニック 13_東京都
東村山市栄町2-32-20 久米川メディックビル

201

オーク・クリニック 13_東京都 東村山市栄町2-7-15

廻田クリニック 13_東京都 東村山市廻田町1-31-54

医療法人社団 今井クリニック 13_東京都 東村山市秋津町2-23-2
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医療法人社団 愛生堂 新秋津前村クリ

ニック
13_東京都 東村山市秋津町5-36-37

東村山診療所 13_東京都 東村山市諏訪町3-4-61

医療法人社団 美永会 美住クリニック 13_東京都 東村山市美住町1-20-1

徳島診療所 13_東京都 東村山市富士見町1-2-14

医療法人社団 つつじ会 くぬぎ産婦人

科
13_東京都 東村山市本町1-22-24

北多摩生協診療所 13_東京都 東村山市本町4-2-32 ドルチェ久米川1階

どんぐりキッズクリニック 13_東京都 東村山市野口町1-46 ワンズタワー4F

ワンズタワーすこやかクリニック 13_東京都 東村山市野口町1-46 ワンズタワー4F-2

野口医院 13_東京都 東大和市芋窪3-1629

芦谷眼科 13_東京都 東大和市桜ケ丘3-44-14,7-101

さくらこどもクリニック 13_東京都 東大和市上北台3-393-1

けやき眼科クリニック 13_東京都 東大和市清水3-800-1 レベルエイト1F

たけもとクリニック 13_東京都 東大和市清水6-1257-3

医療法人社団 正洋会 アイエスクリ

ニック
13_東京都 東大和市奈良橋6-885-14

天佑眼科医院 13_東京都 東大和市南街1-27-5

東大和ホームケアクリニック 13_東京都 東大和市南街2-49-3

あきのこどもクリニック 13_東京都 日野市栄町1-5-11 ウエストメゾン1階

グレイス病院 13_東京都 日野市宮248

高幡内科 13_東京都 日野市高幡1001-3 プレミール高幡 3階

もぐさ園三沢台診療所 13_東京都 日野市三沢2-12-13

高瀬内科クリニック 13_東京都 日野市新町1-20-3

山本クリニック 13_東京都 日野市神明4-24-1

にしくぼクリニック 13_東京都 日野市石田2-9-21

服部眼科 13_東京都 日野市多摩平1-2-3 信和ビル2F

医療法人社団 佐々木クリニック 佐々

木クリニック多摩平
13_東京都 日野市多摩平1-8-10

医療社団法人 明康会 石塚医院 13_東京都
日野市多摩平2-3-4 オリエント丹野マンショ

ン豊田106号

たけだ眼科 13_東京都 日野市多摩平2-4-1

太陽クリニック 13_東京都
日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の

森RESIDENCE110号

医療法人社団誠門会 かどた皮ふ科形成

外科
13_東京都

日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の

森109

朝がおクリニック 13_東京都
日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の

森RESIDENCE111

堀井内科クリニック 13_東京都 日野市多摩平2-5-3  豊田パールハイツ1F
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小松医院 13_東京都 日野市多摩平4-9-1

望月医院 13_東京都 日野市多摩平6-31-4

明星大学総合健康センター 13_東京都 日野市程久保2-1-1

麦倉眼科 13_東京都 日野市程久保3-37-8

医療法人社団佐々木クリニック 佐々木

クリニック豊田
13_東京都 日野市東平山3-1-1

南平山の上クリニック 13_東京都 日野市南平8-4-26

石田クリニック 13_東京都 日野市日野1027-1 MIYABI BLDG.2F

康明会ホームケアクリニック 13_東京都
日野市日野1451-1 シルバービレッジ日野クリ

ニックビル1階

アカシアクリニック 13_東京都 日野市日野本町4-1-9 エンジュ1F

日野医院 13_東京都 日野市日野本町4-3-1

百草園駅前クリニック 13_東京都 日野市百草204-1 ガーデンビュー石神D-1-1F

医療法人社団 康明会 康明会病院 13_東京都 日野市豊田2-32-1

ニシムラ整形外科 13_東京都 日野市万願寺1-13-5

中井内科クリニック 13_東京都 日野市万願寺5-6-14 カレラエイト1F

寺田医院 13_東京都 日野市落川2011-11

鳥羽クリニック 13_東京都 八王子市みつい台 1-18-1

吉岡医院 13_東京都 八王子市みつい台2丁目3番18号

医療法人社団 永生会 みなみ野病院 13_東京都 八王子市みなみ野5-30-3

医療法人社団 博朋会 ひらかわクリ

ニック
13_東京都 八王子市旭町10-13 4F

八王子糖尿病内科クリニック 13_東京都 八王子市旭町11-5 CP6ビル3F

厚誠会 孫田クリニック 13_東京都 八王子市旭町6-6 ピオスビル5階

八王子ARTクリニック 13_東京都 八王子市横山町1-3

みどりクリニック 13_東京都
八王子市横山町25-15 ヴィラエスポワール

401

荒川メンタルクリニック 13_東京都 八王子市横山町25-16 フロイデンビル3F

大森クリニック 13_東京都 八王子市横山町3-13  矢島ビル4F

富岡クリニック 13_東京都 八王子市横山町8-2 小野原ビル2F

にしな整形外科 13_東京都 八王子市横川町550-25

かわさきクリニック 13_東京都 八王子市下恩方町1141-1

岡島医院 13_東京都 八王子市下柚木671

医療法人社団 東京愛成会 高月病院 13_東京都 八王子市宮下町178

社会医療法人社団 愛有会 三愛病院 13_東京都 八王子市宮下町377番地

右田病院 13_東京都 八王子市暁町1-48-18

医療法人社団イロハ会 クリニック田島 13_東京都 八王子市元八王子町3-2263-5
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医療法人社団 真紗会 鷲尾整形外科 13_東京都 八王子市高尾町1620

東京高尾病院 13_東京都 八王子市高尾町2187

医療法人社団 永生会 南多摩病院 13_東京都 八王子市散田町3-10-1

医療法人社団 春風会 多摩眼科クリ

ニック
13_東京都 八王子市散田町4-10-11

四谷医院 13_東京都 八王子市四谷町722 健康館1F

秋山内科医院 13_東京都 八王子市子安町 1-32-7

医療法人社団 慈聖会 鈴木診療所 13_東京都 八王子市子安町2-10-14

医療法人社団 清智会 清智会記念病院 13_東京都 八王子市子安町3-24-15

大島医院 13_東京都 八王子市子安町3-5-9

きむら眼科 13_東京都 八王子市子安町4-10-1

おおしま内科医院 13_東京都 八王子市子安町4-15-14 1F

加藤醫院 13_東京都 八王子市七国4-9-3

うえの整形外科 13_東京都
八王子市初沢町1231-5 高尾メディカルビル1

階

医療法人社団 小松会 聖パウロ病院 13_東京都 八王子市小比企町1710

てんじん内科外科クリニック 13_東京都
八王子市小比企町480-1 サニーヒルいそまビ

ル1F

医療法人社団 同友会 八王子診療所 13_東京都 八王子市上川町1620

西てらかた医院 13_東京都 八王子市西寺方町383-1

医療法人社団 優湧会 おがたクリニッ

ク
13_東京都 八王子市西寺方町624-1

みなみ野外科・整形外科 13_東京都
八王子市西片倉3-1-21 2F-1 みなみ野クリ

ニックセンター

医)幸乃会 みなみ野眼科クリニック 13_東京都
八王子市西片倉3-1-21 みなみ野クリニックセ

ンター2階2-2

富士森内科みなみのクリニック 13_東京都
八王子市西片倉3-1-21 第1みなみ野クリニッ

クセンター2F

西島産婦人科医院 13_東京都 八王子市千人町1-8-5

八王子北部病院 13_東京都 八王子市川口町1540-19

中村クリニック 13_東京都 八王子市打越町344-4 北野シティプラザ2F

富士森内科クリニック 13_東京都 八王子市台町2-14-20

医療法人社団 かけい医院 13_東京都 八王子市台町3-17-5

医療法人社団 和漢会 福田医院 13_東京都 八王子市大楽寺町426-2

医療法人社団 大山整形外科診療所 13_東京都 八王子市大和田町3-8-7

吉田医院 13_東京都 八王子市大和田町7-4-11

八王子いとうクリニック 13_東京都 八王子市中町8-3 CISビル2階

医療法人社団 東光会 八王子山王病院 13_東京都 八王子市中野山王2-15-16

穐山耳鼻咽喉科医院 13_東京都 八王子市中野上町4-9-5
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医療法人財団 緑雲会 多摩病院 13_東京都 八王子市中野町2082

ながふさ共立診療所 13_東京都 八王子市⾧房町1462-5

耳鼻咽喉科吉田クリニック 13_東京都 八王子市⾧房町454-12

イーアス高尾眼科 13_東京都 八王子市東浅川町550-1イーアス高尾2階

医療法人社団 継日堂 高尾耳鼻咽喉科

医院
13_東京都 八王子市東浅川町879-4

東中野診療所 13_東京都 八王子市東中野76-2 セフネットビル1F

みなくち皮フ科医院 13_東京都 八王子市南大沢2-2 パオレ5F

南大沢メディカルプラザ2整形外科・

小児科
13_東京都

八王子市南大沢2-25 フォレストモール南大沢

2階

南大沢フレスコ眼科 13_東京都 八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢4F

南大沢婦人科ヒフ科クリニック 13_東京都 八王子市南大沢2-27 フレスコ南大沢4階

吉岡内科クリニック 13_東京都 八王子市南大沢3-5-1

医療法人社団 誠亮会 福原内科クリ

ニック
13_東京都 八王子市八日町4-16

赤上消化器内科医院 13_東京都 八王子市平岡町6-1

中澤耳鼻咽喉科気管食道科医院 13_東京都 八王子市並木町10-10

もりた耳鼻咽喉科医院 13_東京都
八王子市別所1-11-26 パドーレ・エスペラン

サ1F

あゆむクリニック 13_東京都
八王子市別所2-2-1 京王堀之内クリニック

モール

北野台整形外科クリニック 13_東京都 八王子市北野台1-17-1

北野台内科クリニック 13_東京都 八王子市北野台1-17-17

むらやま外科クリニック 13_東京都 八王子市北野町545-3 きたのタウンビル6F

宮澤内科クリニック 13_東京都 八王子市北野町560-5

なかよしこどもクリニック 13_東京都 八王子市堀之内2-6-5-201

医療法人社団 山池会 堀之内整形外科 13_東京都 八王子市堀之内3-35-13 谷合ビル1F

医療法人社団 おがわクリニック 13_東京都 八王子市堀之内3-35-13 谷合ビル2F

多摩肛門科病院 13_東京都 八王子市堀之内3-9-14

三木耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 八王子市本郷町3-16-101

みぎたクリニック 13_東京都 八王子市本町13-8

医療法人社団 学智会 平整形外科クリ

ニック
13_東京都 八王子市本町4-8

椎名内科 13_東京都 八王子市本町9-8 ベラージュ八王子1F

医療法人財団 中山会 八王子消化器病

院
13_東京都 八王子市万町177番地の3

エヌ・エスクリニック 13_東京都 八王子市明神町2-26-9 MZビル4F

京王八王子山川クリニック 13_東京都 八王子市明神町3-21-1

やまざき内科糖尿病クリニック 13_東京都 八王子市明神町4-3-8 940bldg.2F
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一般財団法人仁和会総合病院 13_東京都 八王子市明神町4-8-1

医療法人社団 愛友会 中濵クリニック 13_東京都 八王子市鑓水2-175-9

永生病院 13_東京都 八王子市椚田町583-15

井脇医院 13_東京都 八王子市椚田町1214 めじろ台ハイム1階

はしもと小児科 13_東京都 八王子市椚田町557-3

公益財団法人 愛世会 愛誠病院 13_東京都 板橋区加賀1-3-1

加賀さくらの杜 13_東京都 板橋区加賀2-1-1

たにもとクリニック 13_東京都 板橋区向原3-10-15-102

岡村整形外科クリニック 13_東京都 板橋区向原3-10-19-101

高島平クリニック 13_東京都 板橋区高島平1-12-11

高島平2丁目整形外科 13_東京都 板橋区高島平2-22-2

渡辺産婦人科医院 13_東京都 板橋区高島平2-3-14

医療法人社団 ごんだクリニック 13_東京都
板橋区高島平2-33-1 ピーコックストア高島平

店2階

仁木外科・整形外科 13_東京都 板橋区高島平4-17-5

小豆沢病院付属高島平診療所 13_東京都 板橋区高島平8-1-1

医療法人財団健康 文化会 坂下診療所 13_東京都 板橋区坂下1-12-20

いわた医院 13_東京都 板橋区坂下1-35-17

内藤医院 13_東京都 板橋区坂下2-1-41 川島ビル

第二わしざわ整形外科 13_東京都 板橋区四葉2-1-10 四葉メディカルモール2F

医療法人社団慈誠会 慈誠会若木原病院 13_東京都 板橋区若木1-24-17

林内科医院 13_東京都 板橋区若木2-11-18

アイ・タワークリニック 13_東京都 板橋区舟渡1-13-10

小豆沢病院 13_東京都 板橋区小豆沢1-6-8

小豆沢病院附属 本蓮沼診療所 13_東京都 板橋区小豆沢1-7-7

医療法人社団 共助会 共助会医院 13_東京都 板橋区小豆沢2-26-8

医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病

院
13_東京都 板橋区小豆沢2丁目12番7号

医療法人社団 桐心会 林クリニック 13_東京都 板橋区小茂根4-28-14

中川医院耳鼻咽喉科 13_東京都 板橋区常盤台1-12-1

高木内科クリニック 13_東京都 板橋区常盤台1-33-3

医療法人社団 櫻美会 石川医院 13_東京都 板橋区常盤台1-61-3

医療法人財団 朔望会 常盤台外科病院 13_東京都 板橋区常盤台2-25-20

ときわ台レディースクリニック 13_東京都 板橋区常盤台2-5-3-3F

やごうクリニック 13_東京都 板橋区常盤台3-24-13 ホワイトクロス1階

北角診療所 13_東京都 板橋区常盤台3-3-1

大久保医院 13_東京都 板橋区常盤台4-10-5

イムス記念病院 13_東京都 板橋区常盤台4-25-5
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医療法人社団 慈誠会 人間ドック会館

クリニック
13_東京都 板橋区常盤台4-35-10

医療法人社団 慈誠会 上板橋病院 13_東京都 板橋区常盤台4-36-9

望月外科医院 13_東京都 板橋区常盤台4-8-5

医療法人社団 隆勇会 新河岸クリニッ

ク
13_東京都 板橋区新河岸1-3-2-101

はせがわ眼科 13_東京都 板橋区成増2-14-5 EH第2ビル2階A室

医療法人社団 浅間会 宮下こどもクリ

ニック
13_東京都 板橋区成増2-21-22

小林病院 13_東京都 板橋区成増3-10-8

杉内医院 13_東京都 板橋区成増3-17-16

成増メンタルクリニック 13_東京都 板橋区成増3-4-16

なります耳鼻咽喉科 13_東京都 板橋区成増3-9-9

医療法人社団 多比良医院 13_東京都 板橋区成増4-13-2-1階

田島クリニック 13_東京都 板橋区成増5-18-4

天木診療所 13_東京都 板橋区清水町47-7

西台診療所 13_東京都 板橋区西台3-33-10

医療法人財団 健康文化会 下赤塚診療

所
13_東京都 板橋区赤塚2-9-4

まえだファミリークリニック 13_東京都 板橋区赤塚3-9-1 リバティカイト1F

井上医院 13_東京都 板橋区赤塚4丁目17-11

赤塚内科伊賀医院 13_東京都 板橋区赤塚新町1-24-5

やの内科・小児科クリニック 13_東京都 板橋区赤塚新町3-19-5

医療法人社団 友晃会 藤田医院 13_東京都 板橋区泉町23-8

双葉町クリニック 13_東京都 板橋区双葉町12-17

東京シティクリニック大山 13_東京都 板橋区大山町9-6 EMPビル2F

医療法人社団 薫桜会 初海整形外科 13_東京都 板橋区大山金井町55-2

つくしんぼ診療所 13_東京都 板橋区大山西町70-10-1F

鈴木医院 13_東京都 板橋区大山町10番地10号

大山皮膚科医院 13_東京都 板橋区大山町3-1

田丸小児科内科医院 13_東京都 板橋区大山町41-3

有田医院 13_東京都 板橋区大山東町17-9

今村医院 13_東京都 板橋区大山東町58-20

医療法人社団 宮下医院 13_東京都 板橋区大谷口北町76-7

サンシティ耳鼻咽喉科 13_東京都
板橋区中台3-27-7 ショッピングスポットサン

ゼリゼ2F

もり眼科クリニック 13_東京都
板橋区仲宿55-8 藤和シティホームズ板橋仲宿

102

あらい内科クリニック板橋仲宿 13_東京都 板橋区仲宿64-1 キーフェルン1階
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小田島こどもクリニック 13_東京都 板橋区東新町1-14-13

弓倉医院 13_東京都 板橋区南常盤台1-7-12

南ときわ台耳鼻咽喉科 13_東京都 板橋区南常盤台2-14-11

メンタルクリニックいたばし 13_東京都 板橋区板橋1-21-5 1,2F

いたばし・ハートクリニック 13_東京都 板橋区板橋1-21-7  聖楽ビル1F

まきたメンタリクリニック 13_東京都 板橋区板橋1-50-5

平沼クリニック 13_東京都 板橋区板橋2-16-6

弘瀬医院 13_東京都 板橋区板橋2-5-1

医療法人社団 野村医院 13_東京都 板橋区板橋2-65-10-2F

おおの耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 板橋区板橋2-66-16

東京腎泌尿器センター大和病院 13_東京都 板橋区本町36-3

蓮根メディカルクリニック 13_東京都 板橋区蓮根2-10-1

はなまるキッズクリニック 13_東京都 板橋区蓮根2-20-22-1F

医療法人社団 学時会 木下整形・形成

外科
13_東京都 板橋区蓮根3-14-8

石井クリニック 13_東京都 品川区荏原4-7-10

小野内科 13_東京都 品川区荏原5-16-19

さいとうファミリ-クリニック 13_東京都 品川区旗の台1-8-3

医療法人社団 おきの会 旗の台病院 13_東京都 品川区旗の台5-17-16

医療法人 時正会 旗の台小池クリニッ

ク
13_東京都

品川区旗の台5-8-23 ファインコート旗の台

101号

一般財団法人 全日本労働福祉協会 旗

の台健診センター
13_東京都 品川区旗の台6-16-11

田辺小児科医院 13_東京都 品川区旗の台6-30-1

鈴の木こどもクリニック 13_東京都 品川区戸越1-3-1

丸山医院 13_東京都 品川区戸越4-6-19

さえきクリニック 13_東京都 品川区戸越6-4-3

医療法人社団 朋英会 舘医院 13_東京都 品川区小山2-12-10

岡部耳鼻咽喉科医院 13_東京都 品川区小山2-8-16

小山中央診療所 13_東京都 品川区小山3-1-10

むさしこやま眼科 13_東京都
品川区小山3-15-1 パークシティ武蔵小山ザ・

モール 2-H

穂坂クリニック 13_東京都 品川区小山3-24-6

医療法人社団 千桜会 さくら皮フ科 13_東京都 品川区小山3-26-1 ヒルズムサコビル3階

武蔵小山腎泌尿器クリニック 13_東京都 品川区小山4-3-12 TK武蔵小山ビル2階

和光医院 13_東京都 品川区小山4-8-1

医療法人時正会 エバラクリニック 13_東京都 品川区小山5-9-1

清田クリニック 13_東京都 品川区小山6-5-2 ウエストヒルズ2・2F

めぐみクリニック目黒 13_東京都 品川区上大崎2-12-2
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めぐみクリニック目黒2 13_東京都 品川区上大崎2-12-2 ミズホビル3階

ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリ

ニック
13_東京都 品川区上大崎2-13-26 メイプルトップビル5F

はしだ眼科クリニック 13_東京都 品川区上大崎2-16-9 アトレ目黒1A4階

マコトメンタルクリニック 13_東京都 品川区上大崎2-17-2-7F

フシミ眼科クリニック 13_東京都
品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア2

階

こどもの森クリニック 13_東京都 品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル1階

吉田整形外科医院 13_東京都 品川区西五反田1-32-11 オオクラビル6F

平尾クリニック 13_東京都 品川区西五反田1-7-1-304

遠藤耳鼻咽喉科アレルギークリニック 13_東京都 品川区西五反田2-32-1

医療法人社団 グローブ 五反田駅前ひ

ふ科
13_東京都 品川区西五反田2-7-8 誠実ビル3階

ヒロセクリニック 13_東京都 品川区西五反田4-31-17 MYビル3F

医療法人社団 光正会 わたなべクリ

ニック
13_東京都

品川区西五反田4-3-1 かむろ坂サンハイツ1階

A

三浦医院 13_東京都 品川区西五反田5-10-6

ふどうまえ耳鼻咽喉科 13_東京都 品川区西五反田5-9-2 アスペンシティ301

医療法人社団 かなめ会 田口クリニッ

ク
13_東京都 品川区西五反田一丁目25番

安藤脳神経外科・内科クリニック 13_東京都 品川区西大井1-1-1 Jタワー西大井A204

西大井内科 13_東京都
品川区西大井1-4-25 コアスターレ西大井第一

ビル2階

ふじいクリニック 13_東京都 品川区西大井4-15-4 滝口様方1F

金城医院 13_東京都 品川区西大井4-2-5

医療法人社団 あおい會 森山リハビリ

テーションクリニック
13_東京都 品川区西中延1-11-17

医療法人社団 あおい會 森山医院 13_東京都 品川区西中延2-8-8

ツマキ医院 13_東京都 品川区西中延一丁目9番13号

たつのシティタワークリニック 13_東京都 品川区大井1-31-1 シティタワー大井町102

耳鼻咽喉科・アレルギー科・気管食道

科古屋医院
13_東京都 品川区大井2-12-1

たつのこどもクリニック 13_東京都 品川区大井2-2-11

医療法人財団 太光会 柿島医院 13_東京都 品川区大井3-21-10 パレスハーゼル1階

林小児科内科医院 13_東京都 品川区大井3-6-12 2階

林耳鼻咽喉科医院 13_東京都 品川区大井3丁目6-12

藤川医院 13_東京都 品川区大井7-29-2

ThinkPark消化器クリニック 13_東京都 品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 3F
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大崎医院 13_東京都 品川区大崎2-6-9

ライフ大崎まるま整形外科 13_東京都 品川区大崎4-13-2 3階

徳丸クリニック 13_東京都 品川区中延3-8-10

野平医院 13_東京都 品川区中延4-1-22

(医)明方会 松本クリニック 13_東京都 品川区中延4-5-10

こみね循環器科・内科クリニック 13_東京都 品川区中延5-13-16 ヴィラ・フローレンス1階

ハピコワクリニック五反田 13_東京都 品川区東五反田1-22-6-5F

阿部病院 13_東京都 品川区東五反田1-6-8

五反田泌尿器科内科すどうクリニック 13_東京都
品川区東五反田4-11-6 クレスト五反田ビル

2F-B号

東京アーバンクリニック五反田 13_東京都 品川区東五反田5-27-3 第2野村ビル5F

たにの眼科 13_東京都 品川区東五反田5-27-3 第2野村ﾋﾞﾙ7F

小澤医院 13_東京都 品川区東大井3-1-18

医療法人社団 豊越会 こうの内科クリ

ニック
13_東京都 品川区東大井5-11-2 K-11ビル 1F

医療法人社団 孝徳会 孝仁クリニック 13_東京都 品川区東大井5-14-11-1F

齋藤眼科医院 13_東京都 品川区東大井5-14-20

東京品川病院 13_東京都 品川区東大井6-3-22

けいひんファミリークリニック 13_東京都 品川区東大井二丁目12番19号 MKビル3階

前田医院 13_東京都 品川区東中延2-6-3

医療法人社団 浄真会 仲田クリニック 13_東京都 品川区東中延2-9-7

東京シーフォートスクエアクリニック 13_東京都 品川区東品川2-3-10-217

稲波脊椎・関節病院 13_東京都 品川区東品川3-17-5

品川シーサイド肛門科胃腸科クリニッ

ク
13_東京都

品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイースト

タワー1F

品川シーサイド皮膚・形成外科クリ

ニック
13_東京都

品川区東品川4-12-8 品川シーサイドイースト

タワー1F

おおしまこどもクリニック 13_東京都 品川区南大井3-16-11

石井診療所 13_東京都 品川区南大井4-5-6

いすゞ病院 13_東京都 品川区南大井6-21-10

医療法人社団 良保会 奥秋整形外科 13_東京都 品川区南大井6-24-9 興産大森ビル4階

さかい皮フ科形成外科 13_東京都 品川区南大井6-28-8 第25東ビル5階

みんなのクリニック大井町 13_東京都
品川区南品川 6-15-5 三越ゼームス坂マン

ション 1F

さとうクリニック 13_東京都 品川区南品川2-17-25

あおよこ整形外科クリニック 13_東京都 品川区南品川3-6-39

医聖よろずクリニックあおよこ院 13_東京都 品川区南品川3-6-39
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二葉医院 13_東京都 品川区二葉1-7-9

医療法人社団 至誠会 横山外科内科 13_東京都 品川区二葉2-3-1

こうざき医院 13_東京都 品川区二葉一丁目二十一番地十六号

和田外科醫院 13_東京都 品川区平塚1-8-18

まつばらクリニック 13_東京都 品川区平塚3-3-13

水野整形外科 13_東京都 品川区豊町1-4-17-1F

上田診療所 13_東京都 品川区北品川1-11-1 寿ビル1F

北品川藤クリニック 13_東京都 品川区北品川1-23-18 海文堂ビル1F

公益財団法人 河野臨牀医学研究所附属

第三北品川病院
13_東京都 品川区北品川3-3-7

御殿山整形外科リハビリクリニック 13_東京都 品川区北品川5-4-1 大崎ブライトプラザ2F

医療法人社団 恵芳会 松脇クリニック

品川
13_東京都 品川区北品川6-7-29-1階110

品田医院 13_東京都 府中市押立町1-24-1,2-1-113

府中脳神経外科診療所 13_東京都 府中市宮西町1-14-16

宮西クリニック 13_東京都 府中市宮西町2-4-3 アイスバーグビル2階

医療法人社団 翔和仁誠会 あおぞら耳

鼻咽喉科
13_東京都 府中市宮町1-100 ル・シーニュ4F

府中駅前クリニック 13_東京都 府中市宮町1-100 ル・シーニュ4階

もとじ内科クリニック 13_東京都 府中市宮町1-22-6 のぞみビル3階

府中けやきクリニック 13_東京都 府中市宮町1-22-6 のぞみビル6F

府中あおばクリニック 13_東京都 府中市宮町1-40 KDX府中ビル2階

オクアキ整形外科 13_東京都 府中市宮町1-40 KDX府中ビル3階

東府中病院 13_東京都 府中市若松町2-7-20

医)頼守会 寿町腎・内科クリニック 13_東京都 府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル4階

寿町クリニック 13_東京都 府中市寿町1-3-10 藤和府中コープ101

中河原眼科 13_東京都 府中市住吉町2-17-36

井手医院 13_東京都 府中市住吉町4-15-9

ながた内科クリニック 13_東京都 府中市小柳町2-12-2

富谷整形外科医院 13_東京都 府中市新町1-58-1

さとみクリニック 13_東京都 府中市是政2-3-4 フルブルーム103

今井内科 13_東京都 府中市晴見町1-17-24 ハイツ山下101

医療法人社団 高野医院 13_東京都 府中市晴見町3-11-21

くまだ耳鼻咽喉科・アレルギー科 13_東京都 府中市清水が丘1-1-3 第一勇心ビル402

武蔵野医院 13_東京都 府中市清水が丘3-11-31

正田整形外科・内科 13_東京都 府中市清水が丘3-21-25 B1F

西原町脳神経外科クリニック 13_東京都 府中市西原町2-18-1

杉原整形外科クリニック 13_東京都 府中市西原町2-18-1 マツシマビル1F
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中村内科クリニック 13_東京都
府中市西府町2-12-1 西府・メディカルプラザ

2F

新谷医院 13_東京都 府中市朝日町2-30-11

榊原記念病院 13_東京都 府中市朝日町3-16-1

府中朝倉クリニック 13_東京都 府中市南町2-34-8

さくらんぼこどもクリニック 13_東京都 府中市南町4-43-1 サザンレイジェンス 1F

医療法人社団 大慈会 慈秀病院 13_東京都 府中市白糸台3丁目16番地の5

白糸台耳鼻咽喉科 13_東京都 府中市白糸台4-16-1 谷中ビル2F

医療法人社団 喜平会 府中病院 13_東京都 府中市美好町1-22

みやもと耳鼻咽喉科 13_東京都 府中市美好町3-31-4

分倍医院 13_東京都 府中市美好町3-3-18

医療法人社団 均禮会 府中の森 土屋産

婦人科
13_東京都 府中市府中町3-10-9

崎山小児科 13_東京都 府中市武蔵台3-2-2

武藤医院 13_東京都 府中市分梅町1-10-21

医療法人社団 慶秀会 前田耳鼻咽喉

科・気管食道科医院
13_東京都 府中市分梅町1-10-9

医療法人社団 平郁会 府中みどりクリ

ニック
13_東京都 府中市片町2-20-3 サンノーブル1階  103号室

加藤内科 13_東京都 府中市本町4-12-14

川嶋クリニック 13_東京都 府中市緑町3-5-7 木城ビル3F

医療法人社団 千州会 ちかま医院 13_東京都 武蔵村山市榎3-40-15

国立病院機構村山医療センター 13_東京都 武蔵村山市学園2-37-1

医療法人社団 晴山会 おしきり眼科 13_東京都 武蔵村山市学園3-50-1

医療法人社団 貞俊会 水野医院 13_東京都 武蔵村山市学園3-88-2

藤田医院 13_東京都 武蔵村山市岸1-25-1

かめい内科・外科クリニック 13_東京都 武蔵村山市残堀2丁目14-1

おぜきクリニック 13_東京都 武蔵村山市大南2-39-1

医療法人社団 昭成会 半田医院 13_東京都 武蔵村山市大南3-54-16

武蔵村山市休日急患診療所 13_東京都
武蔵村山市本町1-23 武蔵村山市立保健相談セ

ンター内

医療法人社団 村山診療所 13_東京都 武蔵村山市緑が丘1492-47-28

岩田小児科医院 13_東京都 武蔵村山市緑が丘1492-50-58

松本医院 13_東京都 武蔵野市吉祥寺東町1-23-3

松井クリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺東町2-17-27

医療法人社団 東西会 宮崎クリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺東町3-8-9 カサ吉祥寺1F

あべ整形外科クリニック 13_東京都
武蔵野市吉祥寺南町1-6-8 ルネ吉祥寺B-201-

A

吉祥寺榊原クリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-8-6
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かえで内科クリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺南町2-17-2 リーラ南町 102

吉祥寺南町眼科 13_東京都 武蔵野市吉祥寺南町2-4-12 ルミエール1F

わたなべ小児科 13_東京都 武蔵野市吉祥寺北町1-18-7

もとはし内科 13_東京都 武蔵野市吉祥寺北町2-19-9

吉祥寺こころの診療所 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-18-2 M9吉祥寺ビル7階

野の花メンタルクリニック 13_東京都
武蔵野市吉祥寺本町1-21-2 グローリオ本町

203

吉祥寺あさひ病院 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-30-12

前田内科・胃腸科 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-34-18 丸山ビル1階

吉祥寺メディカルクリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-13-4 井野ビル202号室

中じまクリニック 13_東京都
武蔵野市吉祥寺本町2-14-5 SAURUS吉祥寺

2F

安岡整形外科脳外科クリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-14-8

松倉メディカルクリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-2-14 8階

医療法人社団 大隅会 森本病院 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-2-5

小林眼科医院 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-9-1

時計台メディカルクリニック 13_東京都 武蔵野市吉祥寺本町3-10-14

武蔵境耳鼻咽喉科 13_東京都 武蔵野市境1-15-5-2A

武蔵境病院 13_東京都 武蔵野市境1-18-6

森医院 13_東京都 武蔵野市境1-2-3

春木医院 13_東京都 武蔵野市境1-5-4

医療法人社団かみやま内科クリニック 13_東京都 武蔵野市境1-9-9

おおやクリニック 13_東京都 武蔵野市境2-8-3

はせがわ内科 13_東京都 武蔵野市境4-4-1

武蔵野赤十字病院 13_東京都 武蔵野市境南町1-26-1

わかさ内科クリニック 13_東京都
武蔵野市境南町2-12-12 ヴィラキャスケード1

階

石田皮膚科メンタルクリニック 13_東京都 武蔵野市境南町2-13-7 リブレハウス地下1階

医療法人社団 豊済会 境南クリニック 13_東京都 武蔵野市境南町2-7-19 境南スカイビル3.4.5階

武居小児科医院 13_東京都 武蔵野市境南町2-8-17-2F

おおやクリニック 13_東京都
武蔵野市境南町2-8-19 小田急バス武蔵境ビル

1F

財満皮膚科クリニック 13_東京都 武蔵野市境南町2-9-1 山口ビル5階
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医療法人社団 彩悠会 まつもとファミ

リークリニック
13_東京都 武蔵野市境南町2-9-3 大矢ビル2F

むさしの耳鼻科 矢野医院 13_東京都 武蔵野市西久保3-7-11

内科いしだクリニック 13_東京都 武蔵野市中町1-17-2 ステラ武蔵野2階

やまでらクリニック 13_東京都 武蔵野市中町1-22-2 ナッツビル5F

武蔵野アトラスターズスポーツクリ

ニック
13_東京都 武蔵野市中町1-24-15 メディパーク中町2F

こはら眼科 13_東京都 武蔵野市中町1-4-4 スクウェア三鷹1F

医療法人社団 良寛会 良寛こどもファ

ミリークリニック
13_東京都 武蔵野市中町2-4-5 1F

よしかた内科 13_東京都 武蔵野市八幡町3-1-19

森本病院 13_東京都 武蔵野市本町2-2-5

みどり町眼科 13_東京都 武蔵野市緑町1-2-14 よつわビル1F

ふちむかい眼科 13_東京都 福生市加美平2-14-20 フローネ加美平1階

医療法人社団 幹人会 福生クリニック 13_東京都 福生市加美平3-35-13

島井内科小児科クリニック 13_東京都 福生市牛浜118-1 コートエレガンスElle-K2F

西村医院 13_東京都 福生市熊川927

医療法人社団 山口外科医院 13_東京都 福生市志茂233

医療法人社団 桜春会 平沢クリニック 13_東京都 福生市南田園1-3-11

東福生むさしの台クリニック 13_東京都 福生市武蔵野台1-1-7-1F

医療法人社団 福耳会 内山耳鼻咽喉科

医院
13_東京都 福生市福生1263

医療法人社団 和幸会 上田医院 13_東京都 文京区音羽1丁目20-15

松平小児科 13_東京都 文京区関口1-15-9

江戸川橋さくらクリニック 13_東京都 文京区関口1-1-6 新星ビル4階

江戸川橋胃腸肛門クリニック 13_東京都 文京区関口1-19-6 弥助ビル5F

あんず心のクリニック 13_東京都 文京区関口1丁目13番12号 武田ビル4階

須田整形外科クリニック 13_東京都 文京区後楽2-23-15

いながき乳腺クリニック 13_東京都 文京区向丘1-2-5 東京セントラル本郷1・2階

田代医院 13_東京都 文京区向丘2-20-3

医療法人社団 杏生会 文京根津クリ

ニック
13_東京都 文京区根津1-1-18 パライソ和田ビル3F

猪狩医院 13_東京都 文京区根津1-16-8 中村ビル201

似鳥クリニック 13_東京都 文京区根津1-19-11

根津えんぜる眼科 13_東京都 文京区根津2-15-12 メゾンドール山喜1F

細部小児科クリニック 13_東京都 文京区根津2-14-11-2F

谷根千クリニック 13_東京都 文京区根津2-33-14

小石川医院 13_東京都 文京区春日2-10-18
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医療法人社団 同友会 春日クリニック 13_東京都 文京区小石川1-12-16 TGビル

かすが耳鼻咽喉科 13_東京都 文京区小石川1-13-12 WAKOU小石川ビル3F

千晶こどもクリニック 13_東京都 文京区小石川1-24-3 コイシカワコロン1階

小林クリニック 13_東京都 文京区小石川3-16-19

中村クリニック 13_東京都 文京区小石川3-27-6

ふくだ皮ふ科 13_東京都 文京区小石川3-35-11

三橋医院 13_東京都 文京区小石川4-20-1-6F

良田眼科 13_東京都 文京区小石川4-21-2 ハイツ小石川2F

ココメディカルクリニック 13_東京都 文京区小石川5-34-10 COCOビル

森こどもクリニック 13_東京都 文京区小石川5-40-21

医療法人社団 千秋双葉会 茗荷谷耳鼻

咽喉科・アレルギー科
13_東京都 文京区小石川5-5-2 バンビビル2階

茗荷谷なかむらクリニック 13_東京都 文京区小日向2-29-1 ツインヒルズ茗荷谷1階

岩瀬クリニック 13_東京都 文京区小日向4-6-15 茗荷谷駅MFビル4階

(医)筑陽会こひなたクリニック 13_東京都 文京区小日向4-6-22 アセント茗荷谷8階

コパーズ・茗荷谷クリニック 13_東京都 文京区小日向4-7-20

伝通院クリニック 13_東京都
文京区小日向4丁目6番18号 ステラメゾン茗荷

谷201号

寺田医院 13_東京都 文京区西片1-2-3-101

文京整形外科 13_東京都 文京区千石1-27-8

渋谷眼科 13_東京都 文京区千石1-28-4

医療法人社団 静朗会 千葉医院 13_東京都 文京区千石1-6-16 ライズヒル千石101号

三輪医院 13_東京都 文京区千石4丁目26-8

齋藤皮フ科 13_東京都 文京区千駄木2-33-9 パレ・ドール千駄木2F

大木小児内分泌代謝クリニック 13_東京都 文京区千駄木3-36-11-2F

あいそめクリニック 13_東京都 文京区千駄木3-40-17 CASA VERDE 2階

わたなべ整形外科 13_東京都 文京区千駄木4-1-16

動坂下泌尿器科クリニック 13_東京都 文京区千駄木4-13-6 アドリーム文京動坂1階

にわ医院 13_東京都 文京区千駄木4-8-12

医療法人社団 森谷会 森谷医院 13_東京都 文京区千駄木5-43-11

茗荷谷乳腺クリニック 13_東京都 文京区大塚1-5-18 大伴ビル4階

白土内科 13_東京都 文京区大塚1-5-18-2B

めぐみクリニック 13_東京都 文京区大塚3-1-6 ラトゥール小石川3A

岡皮フ科クリニック 13_東京都
文京区大塚3丁目5番地1号 茗荷谷クリアビル2

階

御茶ノ水ファミリークリニック 13_東京都 文京区湯島1-9-14 8階

御茶ノ水聖橋クリニック 13_東京都 文京区湯島1-9-15 茶州ビル2F
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医療法人社団 大塚診療所 13_東京都 文京区湯島3-31-6

アゴラ内科クリニック 13_東京都 文京区湯島3-34-8-201

清家クリニック 13_東京都 文京区湯島3-38-13 坂東ビル2F

東都文京病院 13_東京都 文京区湯島3-5-7

澤田こどもクリニック 13_東京都 文京区白山1-33-16 パークコートプレイス2F

医療法人社団 中野小児科内科 13_東京都 文京区白山1-33-23 ベルメゾン文京白山1F

八千代診療所 13_東京都 文京区白山1-5-8

泰篤会 保坂こどもクリニック 13_東京都 文京区白山5-27-12 1F

はとり内科クリニック 13_東京都 文京区白山5-33-3 パレクレール白山1階

医)翔健会 くろだ医院 13_東京都 文京区白山5-36-9 白山麻の実ビル2F

水道橋ひふ科クリニック 13_東京都 文京区本郷1-14-4 1階

本郷さいとうクリニック 13_東京都 文京区本郷1-20-9 コハタビル2F

後楽園ウィメンズクリニック 13_東京都 文京区本郷1-33-8 ハウス本郷ビル4階

きたなかこども成⾧クリニック 13_東京都 文京区本郷2-37-6-4F

相田医院 13_東京都 文京区本郷2-39-13

CS眼科クリニック 13_東京都 文京区本郷3-15-1 美工本郷ビル8F

本郷三丁目眼科 13_東京都 文京区本郷3-24-11

本郷整形外科 13_東京都 文京区本郷3-32-7 東京ビル2階

コーラルクリニック 13_東京都 文京区本郷4-1-7 第2近江屋ビル301

こやまクリニック 13_東京都 文京区本郷4-24-5 春日ビル3F

本郷内科クリニック 13_東京都 文京区本郷4-24-7 クレヴィア本郷103

本郷耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 文京区本郷4-2-8 フローラビルディング2階

寺本内科歯科クリニック 13_東京都 文京区本郷5-25-13

熊谷眼科 13_東京都 文京区本郷5-25-15-2F

ゆき医院 13_東京都 文京区本郷5-26-2 東大赤門前ビル3階

東京大学 本郷保健センター 13_東京都 文京区本郷7-3-1

日本医科大学 腎クリニック 13_東京都 文京区本駒込1-7-5

文京内科・循環器クリニック 13_東京都 文京区本駒込2-10-3-4F

加藤診療所 13_東京都 文京区本駒込2-18-2

谷口医院 13_東京都 文京区本駒込2-8-11

折戸皮フ科クリニック 13_東京都
文京区本駒込2丁目10番地3号 ウエスト・ワン

ビル2F

本駒込耳鼻咽喉科 13_東京都 文京区本駒込3-17-2 木村ビル2階

齋藤医院 13_東京都 文京区本駒込3-5-10

(医)靜美会 駒込かせだクリニック 13_東京都 文京区本駒込4-19-16-1F

松本医院 13_東京都 文京区本駒込5-41-11 青木ビル1階

りくぎえん皮膚科 13_東京都 文京区本駒込6-2-1 栄泉堂ビル301号

奥山整形外科 13_東京都 文京区本駒込6-24-5
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駒込共立クリニック 13_東京都 文京区本駒込6-25-4 中居ビル2-3階

医療法人社団 すずき医院 13_東京都
文京区目白台1丁目23番7号 グリーンヒルズ目

白台101

とみたまさこレディースクリニック 13_東京都 豊島区駒込1-32-1 駒込富士ハイツ1F

駒込北口クリニック 13_東京都 豊島区駒込2-3-6

野田さくらハートクリニック 13_東京都 豊島区駒込4-15-19

高田馬場病院 13_東京都 豊島区高田3-8-9

慈愛眼科クリニック 13_東京都 豊島区雑司が谷2-3-3 桔梗屋ビル1階

しおばら内科循環器クリニック 13_東京都 豊島区雑司が谷3-8-13

医療法人社団 医恵会 関内科小児科 13_東京都 豊島区上池袋1-10-5 関ビル2F

せきや内科クリニック 13_東京都 豊島区上池袋1-37-22 1階

小野耳鼻咽喉科 上池袋分院 13_東京都 豊島区上池袋1-37-22 レジディアタワー1F

たかのクリニック 13_東京都 豊島区上池袋3-34-12

上池袋こどもクリニック 13_東京都 豊島区上池袋4-10-8 ソネット上池袋101

江夏医院 13_東京都 豊島区上池袋4-2-3 宇敷ビル1F

北池袋 よしだ内科クリニック 13_東京都 豊島区上池袋4-29-9 北池テラス4F

医療法人社団 育生會 山口医院 13_東京都 豊島区西巣鴨1-19-17

藤本医院 13_東京都 豊島区西巣鴨1-9-1

月本診療所 13_東京都 豊島区西巣鴨2-1-16

おおぞら内科・皮ふ科 13_東京都 豊島区西巣鴨4-6-2 静谷マンション1階

池袋光明クリニック 13_東京都 豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋5階

池袋大久保医院 13_東京都 豊島区西池袋1-43-5

医療法人 時正会 池袋西口駅前クリ

ニック
13_東京都

豊島区西池袋3-1-13 西池袋パークフロントビ

ル5F

医療法人社団 卓秀会 平塚胃腸クリ

ニック
13_東京都 豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西2号館5F

測量地質健康保険組合 健診センター 13_東京都 豊島区西池袋3-30-5

医療法人社団 雙和会 原整形外科病院 13_東京都 豊島区西池袋3-36-23

渡辺整形・形成外科 13_東京都
豊島区西池袋5-5-21 ザ・タワー・グランディ

ア2階

医療法人社団 翔和仁誠会 すがも駅前

耳鼻咽喉科クリニック
13_東京都 豊島区巣鴨1-14-5 第一松岡ビル4階

すがも眼科クリニック 13_東京都 豊島区巣鴨1-18-11 十一屋ビル2F

櫻和メンタルクリニック 13_東京都 豊島区巣鴨1-19-12 八木下ビル3F

すがも北口内科クリニック 13_東京都 豊島区巣鴨2-3-10 森川第1ビル5階

環桜会 巣鴨さくらなみき皮膚科 13_東京都 豊島区巣鴨2-5-12 真野ビル3F

佐久間医院 13_東京都 豊島区巣鴨3-18-26-101

いけべ子どもクリニック 13_東京都 豊島区巣鴨4-1-15

巣鴨医院 13_東京都 豊島区巣鴨4-22-4 パークノヴァ巣鴨1F
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仁木医院 13_東京都 豊島区池袋1-1-6

医)社団 創樹会 大木眼科 13_東京都 豊島区池袋2-17-1

医療法人財団 旭会 矢部クリニック 13_東京都 豊島区池袋2-24-2

西池袋こころの診療所 13_東京都 豊島区池袋2-53-8 秋島ビル2F

池袋2丁目医院 13_東京都 豊島区池袋2-53-8 秋島ビル3F

医療法人社団 久福会 関野病院 13_東京都 豊島区池袋3-28-3

渡辺医院 13_東京都 豊島区池袋3-5-24

阿部医院 13_東京都 豊島区池袋3-70-1

松村循環器科医院 13_東京都 豊島区池袋4-34-8

田村医院 13_東京都 豊島区池袋本町1-45-16

松浦クリニック 13_東京都 豊島区池袋本町3-22-23

たかしま内科クリニック 椎名町駅前 13_東京都 豊島区⾧崎1-2-8 KABURAGIビル1階

寺田クリニック 13_東京都 豊島区⾧崎2-27-19

ながしま脳外科内科クリニック 13_東京都 豊島区⾧崎3-19-14 ミザールビル1F

⾧崎眼科診療所 13_東京都 豊島区⾧崎4丁目30番1号 末野ビル1階

医)中安眼科クリニック 13_東京都
豊島区東池袋 1-1-4 タカセセントラルビル本

館5F

池袋さゆり眼科 13_東京都 豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル2階

柴内科医院 13_東京都 豊島区東池袋1-15-3 近代グループBLD.12-3F

池袋ひらいし眼科 13_東京都 豊島区東池袋1-2-2 東池ビル7階

池袋オリーブメンタルクリニック 13_東京都 豊島区東池袋1-44-15 プランドール2F

池袋サンシャイン通り眼科診療所 13_東京都 豊島区東池袋1-5-6 アイケアビル5階

東京ヴェインクリニック 13_東京都 豊島区東池袋1-7-5 池袋イースタンビル5F

藤山医院 13_東京都 豊島区東池袋2-18-6

ライズシティクリニック 13_東京都 豊島区東池袋4-5-1-108

新大塚こどもクリニック 13_東京都 豊島区南大塚1-23-12

モモ・メディカル・クリニック 13_東京都 豊島区南大塚1-51-1

医療法人社団 さかもと会 くにやクリ

ニック
13_東京都 豊島区南大塚2-37-11 ハイムセクオイア101

南大塚耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 豊島区南大塚2-42-6-5F

大塚・栄一クリニック 13_東京都 豊島区南大塚3-45-5-1F

ぬかりやレディスクリニック 13_東京都 豊島区南池袋1-16-20

恵クリニック 13_東京都 豊島区南池袋1-7-20 大同ビル2F

医療法人社団 北斗七星 池袋GOHクリ

ニック
13_東京都 豊島区南池袋2-19-3 池袋嘉泉ビル4階

池袋久野クリニック 13_東京都 豊島区南池袋2-26-5 9F

南池袋メンタルクリニック 13_東京都 豊島区南池袋2丁目27-16 近藤ビル 3階

ファミリークリニックしいなまち 13_東京都 豊島区南⾧崎1-25-26 ファーマシティⅡ2A
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河島医院 13_東京都 豊島区南⾧崎1-25-8

河住内科循環器科 13_東京都 豊島区南⾧崎1-5-18

医療法人社団 平間医院 13_東京都 豊島区南⾧崎3-39-13

医)悠伸会 城田医院 13_東京都 豊島区南⾧崎5-5-2

柳沢医院 13_東京都 豊島区南⾧崎6-21-21

小川クリニック 13_東京都 豊島区南⾧崎6-7-11

一心病院 13_東京都 豊島区北大塚1-18-7

伊藤内科小児科医院 13_東京都 豊島区北大塚2-17-12

晴和ハートクリニック 13_東京都 豊島区北大塚2-2-5 晴和ビル3階

目白整形外科内科 13_東京都 豊島区目白2-38-2

目白耳鼻咽喉科 13_東京都 豊島区目白2-5-27

医療法人社団恵修会クリニック安田 13_東京都 豊島区目白2-5-27

目白駅前クリニック 13_東京都 豊島区目白3-4-11 ヒューリック目白ビル3F

目白MMクリニック 13_東京都 豊島区目白3-4-12 E&Kビル5階

めじろミサクリニック 13_東京都 豊島区目白3-6-4-1F

要町ホームケアクリニック 13_東京都 豊島区要町1-11-10 セピアネクスト1F

副都心病院 13_東京都 豊島区要町1-18-5

守矢クリニック 13_東京都 豊島区要町2-7-14

医療法人社団 瑞幸会 千川篠田整形外

科
13_東京都 豊島区要町3-13-8

松下クリニック 13_東京都 北区上十条3-16-11

おおたけ整形外科・内科 13_東京都 北区王子1-8-1 王子パークビル6F

こやの整形外科内科 13_東京都 北区王子4-22-12-101

高橋医院 13_東京都 北区王子5-19-15

いとう王子神谷内科外科クリニック 13_東京都 北区王子5-5-3 シーメゾン王子神谷3階

松田医院 13_東京都 北区王子本町1-20-10

佐久間医院 13_東京都 北区王子本町1-27-4

さくらクリニック 13_東京都 北区岸町1-3-1 伯清王子ビル3F

宇田川整形外科内科 13_東京都 北区岸町2-8-10

医療法人財団 逸生会 大橋病院 13_東京都 北区桐ヶ丘1-22-1

医療法人社団 志誠会 京北診療所 13_東京都 北区志茂2-16-14

碓井医院 13_東京都 北区志茂2-64-7

竹内クリニック 13_東京都 北区昭和町1-9-10

おひさまクリニック 13_東京都 北区上十条1-19-8

医療法人社団 清野内科医院 13_東京都 北区上十条1-9-10

医療法人社団 寿廣記念会 岸メディカ

ルクリニック
13_東京都 北区上十条2-21-1

十条かねたか整形外科 13_東京都 北区上十条2-8-7

十条霞医院 13_東京都 北区上十条4-6-13
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中山医院 13_東京都 北区上中里1-17-8

上中里醫院 13_東京都 北区上中里2-32-12

田中医院 13_東京都 北区上中里3-6-16

耳鼻咽喉科 北嶋医院 13_東京都 北区上中里3-7-2

かとうクリニック 13_東京都 北区神谷1-12-9

福原皮膚科医院 13_東京都 北区西ヶ原1-50-2

須賀田医院 13_東京都 北区西ヶ原1-53-1 エリーワールド1F

しもふり皮膚科 13_東京都 北区西ヶ原1-60-12 福田ビル1階

一里塚クリニック 13_東京都 北区西ヶ原2-13-11

おかだ皮フ科クリニック 13_東京都 北区赤羽1-2-2 モン・マレー202

赤羽レディースクリニック 13_東京都 北区赤羽2-13-1 花川ビル2階

赤羽メンタルクリニック 13_東京都 北区赤羽西1-15-17 ゲノムハウス1階

たんぽぽ眼科クリニック 13_東京都 北区赤羽西1-5-1 赤羽アピレ3F

赤羽南クリニック 13_東京都 北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル202号

北赤羽さきやま皮膚科 13_東京都
北区赤羽北2丁目24番24号 バンイードビル

101

桐ヶ丘医院 13_東京都 北区赤羽北3-21-21

アスカクリニック 13_東京都 北区滝野川1-77-2

加治クリニック 13_東京都 北区滝野川7-2-7

横山医院 13_東京都 北区中十条2-22-16

田端仁生クリニック 13_東京都 北区田端1-20-31

医療法人社団 慈光会 13_東京都 北区東十条4-14-8

医療法人社団 田端放射線科クリニック 13_東京都 北区東田端2-10-4 ベルク田端1F

赤松眼科医院 13_東京都 北区豊島1-35-15 KIビル1F

東京ほくと医療生活協同組合 王子生協

病院
13_東京都 北区豊島3-4-15

代田クリニック 13_東京都 北区豊島8-8-13

医療法人社団 健生堂 健生堂医院 13_東京都 墨田区押上1-25-10

芳賀クリニック 13_東京都 墨田区押上2-12-7 セトル中之郷2F

押上クリニック 13_東京都 墨田区押上3-2-5

医療法人社団 翔和仁誠会 おしあげ耳

鼻咽喉科
13_東京都 墨田区横川3-11-14 マツマルビル2階

医療法人社団 草思会 クボタクリニッ

ク
13_東京都 墨田区横川3-2-4

両国医院 13_東京都 墨田区亀沢2-11-14

竹田医院 13_東京都 墨田区亀沢2-21-4

菊川内科皮膚科クリニック 13_東京都 墨田区菊川2-1-4 ミヨシマンション1F

かわかみ内科外科クリニック 13_東京都 墨田区京島1-22-2
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さくらクリニック 13_東京都
墨田区京島1-25-4 曳舟ダイヤモンドマンショ

ン105B

押上なりひら皮膚科・形成外科クリ

ニック
13_東京都 墨田区業平3-10-9 業平北澤ビル1F101

鈴木整形外科 13_東京都 墨田区業平4-13-5

すみだスキンクリニック 13_東京都 墨田区業平5-11-3 押上スカイビューテラス2F

あづま内科小児科 13_東京都
墨田区業平5-11-3 押上スカイビューテラス1

階

アサヒタワークリニック 13_東京都
墨田区吾妻橋1-23-1 アサヒグループ本社ビル

2階

安達クリニック 13_東京都
墨田区吾妻橋1-7-13 タワービューレジデンス

吾妻橋1階

斎藤耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 墨田区吾妻橋3-11-11

湯沢整形外科医院 13_東京都 墨田区吾妻橋3-7-5

隅田川診療所 13_東京都 墨田区向島1-24-6

医療法人社団 明尚会 毛塚眼科医院 13_東京都 墨田区向島1-5-7

なりひら橋クリニック 13_東京都 墨田区向島3-46-10-2F

錦糸町しんえいクリニック 13_東京都 墨田区江東橋1-16-2 チョーギンビル7階

医療法人社団 晴心会 比賀クリニック 13_東京都 墨田区江東橋3-10-8 4F

錦糸町駅ビル内科クリニック 13_東京都 墨田区江東橋3-14-5

錦糸町テルミナかわもと眼科 13_東京都 墨田区江東橋3-14-5 テルミナ4階

新井医院 13_東京都 墨田区江東橋4-16-1 第3鈴勘ビル3F

サンクリニック ブレストケア・イムノ

ケア
13_東京都 墨田区江東橋5-3-13

医療法人財団 正明会 山田記念病院 13_東京都 墨田区石原2-20-1

宮田内科クリニック 13_東京都 墨田区石原3-19-1 早川ビル1階

医療法人社団さくらライフ さくらライ

フ錦糸クリニック
13_東京都 墨田区太平3-4-7 リヴェラ若草2階

ガーデンプラザ石井クリニック 13_東京都
墨田区堤通1-19-11リバーサイド隅田ガーデ

ンプラザ1階

東京都リハビリテーション病院 13_東京都 墨田区堤通2-14-1

増田小児科 13_東京都 墨田区東駒形1-19-8

医療法人社団 中林病院 13_東京都 墨田区東向島3丁目29番9号

千葉整形外科 13_東京都 墨田区東向島5-4-6-103

東向島クリニック 13_東京都 墨田区東向島6-22-1

増田耳鼻咽喉科 13_東京都 墨田区東向島6-6-2

東京都済生会向島病院 13_東京都 墨田区八広1-5-10

沢田医院 13_東京都 墨田区八広3-34-15
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吉岡整形外科医院 13_東京都 墨田区八広3-38-6

平野診療所 13_東京都 墨田区八広4-48-5

八広同仁会クリニック 13_東京都 墨田区八広6-29-14

医療法人社団 十全会 加藤クリニック 13_東京都 墨田区八広6-50-6

医療法人社団 常壽会 髙石内科胃腸科 13_東京都 墨田区文花1-21-1

園田皮膚科医院 13_東京都 墨田区文花3-20-8

高田医院 13_東京都 墨田区墨田2-6-17

桐原医院 13_東京都 墨田区墨田3-17-12

木村医院 13_東京都 墨田区墨田5-35-6

立花診療所 13_東京都 墨田区立花1-23 サンタウン立花2号棟104号

大西耳鼻咽喉科 13_東京都 墨田区立花1-23-2 サンタウン立花207

平野医院 13_東京都 墨田区立花6-1-14 平野ビル1F

唐澤医院 小児科・内科 13_東京都 墨田区立川1-12-13

かみじょうクリニック 13_東京都 墨田区両国2-10-14 両国シティコア1F

医療法人社団 東京ハート会 両国キッ

ズクリニック
13_東京都 墨田区緑1-14-4 両国TYビル3F

谷眼科医院 13_東京都 墨田区緑1-15-15

花谷クリニック 13_東京都 目黒区下目黒2-18-3 花谷ビル2階

ヒラモト眼科 13_東京都 目黒区下目黒2-20-22 サンパレス目黒101

すけがわクリニック 13_東京都 目黒区下目黒3-13-8

河口クリニック 13_東京都 目黒区下目黒3-4-2 タムラビル2F

(医)アルス小林整形外科 13_東京都 目黒区下目黒3-9-13 炭やビル3F

林試の森クリニック 13_東京都 目黒区下目黒5-34-16

小林耳鼻咽喉科内科クリニック 13_東京都 目黒区下目黒6-18-26

医療法人社団 信明会 オリーブ訪問ク

リニック駒場
13_東京都 目黒区駒場1-28-1 田村ビル402

田中舘医院 13_東京都 目黒区駒場1-28-6

東京大学 駒場保健センター 13_東京都 目黒区駒場3-8-1

医療法人社団 高志会 はらまち髙田整

形外科内科医院
13_東京都 目黒区原町1-11-7 ヤマナシヤ1F

野口クリニック 13_東京都 目黒区原町1-17-1

にっとのクリニック 13_東京都 目黒区原町2-1-24

原町内科 13_東京都 目黒区原町2-8-10

T’s clinic 13_東京都 目黒区五本木1-11-2

仲村医院 13_東京都 目黒区五本木1-8-9

山内クリニック 13_東京都 目黒区自由が丘1-15-19

笠井耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 目黒区自由が丘1-29-14 J-フロントビル3F

自由が丘髙木クリニック 13_東京都 目黒区自由が丘1-29-7 薮伊豆ビル6F
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医療法人社団 法山会 山下診療所自由

が丘
13_東京都 目黒区自由が丘1-30-3 自由が丘東急ビル7F

アイクリニック自由が丘 13_東京都 目黒区自由が丘1-30-3 自由が丘東急ビル9階

自由が丘MCクリニック 13_東京都 目黒区自由が丘1-3-17

たまきクリニック 13_東京都 目黒区自由が丘1-7-14ドゥーブルビル3階

自由が丘みきブレストクリニック 13_東京都
目黒区自由が丘1-7-16 アンジェー自由が丘2

階

医療法人 時正会 自由が丘いずみクリ

ニック
13_東京都 目黒区自由が丘2-10-20 弥生ビル3F

自由が丘駅前眼科 13_東京都 目黒区自由が丘2-11-10 パルシィード1階

医療法人社団めぐみ会 自由が丘メディ

カルプラザ
13_東京都 目黒区自由が丘2-11-16 日能研ビル2階

医療法人社団めぐみ会 自由が丘メディ

カルプラザ2
13_東京都 目黒区自由が丘2-11-16 ニューパルビュー3F

純子ウィメンズクリニック自由が丘 13_東京都 目黒区自由が丘2-16-11

八木クリニック 13_東京都 目黒区自由が丘2-16-26

中目黒レディースクリニック 13_東京都 目黒区上目黒1-16-8 クリスタルビル2F

中村外科医院 13_東京都 目黒区上目黒2-10-2

上目黒ファミリークリニック 13_東京都 目黒区上目黒2-40-23

よう子みんなのクリニック 13_東京都 目黒区上目黒2-42-11 グレイス中目黒1階

松井内科クリニック 13_東京都 目黒区上目黒2-9-24

吉田整形外科医院 13_東京都 目黒区上目黒3-11-5

成子クリニック 13_東京都 目黒区上目黒3-3-14-2F

医療法人社団 映光会 中目黒眼科 13_東京都 目黒区上目黒3-7-7

平川医院 13_東京都 目黒区洗足1-9-10

医療法人社団 片山内科 13_東京都 目黒区洗足2-25-14

洗足駅前クリニック 13_東京都 目黒区洗足2-25-19 1F

東邦大学医療センター大橋病院 13_東京都 目黒区大橋2-22-36

ふたば眼科 13_東京都 目黒区大橋2-22-4

池尻大橋耳鼻咽喉科 13_東京都 目黒区大橋2-23-1 西渋谷ハイウェービル3F

医療法人社団明里樹 皮膚科呉クリニッ

ク
13_東京都 目黒区鷹番2-18-20

実川皮フ科クリニック 13_東京都 目黒区鷹番2-5-15

医療法人社団 香潤会 かおりレディー

スクリニック
13_東京都 目黒区鷹番3-11-8 コート鷹番2階

月本眼科 13_東京都 目黒区鷹番3-5-5 KSビル2階

医療法人社団 菫会 目黒病院 13_東京都 目黒区中央町2-12-6

医療法人社団 慶松会 松本整形外科 13_東京都 目黒区中根1-13-20
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せきぐちクリニック 13_東京都 目黒区中根1-3-15

河井クリニック 13_東京都 目黒区中根1-3-9 森戸ビル2F

医療法人財団 日扇会第一病院 13_東京都 目黒区中根2-10-20

都立大よしだクリニック 13_東京都 目黒区中根2-12-3 ソフィア都立大1F

麗華クリニック 13_東京都 目黒区中根2-13-11 コンパウンド中根2階

都立大レディースクリニック 13_東京都 目黒区中根2-13-9

マミーズクリニック 13_東京都 目黒区中町1-27-17

目黒中町クリニック 13_東京都 目黒区中町2-3-3

ウォブクリニック中目黒 13_東京都
目黒区中目黒1-10-23 シティホームズ中目黒 

アネックス2F

森田レディスクリニック 13_東京都 目黒区中目黒1-1-18 2F

福田医院 13_東京都 目黒区中目黒3-22-11

ノタニクリニック 13_東京都 目黒区中目黒4-5-17-1F

ノタニ眼科クリニック 13_東京都 目黒区中目黒4-5-17-2F

木村クリニック 13_東京都 目黒区中目黒5-28-3

中目黒整形外科クリニック 13_東京都 目黒区東山1-4-4 目黒東山ビル2F

板津医院 13_東京都 目黒区東山3-12-1 コジマビル2階

しあわせ子供クリニック 13_東京都 目黒区東山3-5-4 東山ikビル1階

中山医院 13_東京都 目黒区八雲1-11-21

みやぎしレディースクリニック 13_東京都 目黒区八雲1-3-6 k-crossビル301

ふくしま内科こどもクリニック 13_東京都 目黒区八雲1-4-17

都立大わたなべ耳鼻咽喉科 13_東京都 目黒区八雲2-8-11 第一益戸ビル1階

村上医院 循環器科・内科 13_東京都 目黒区碑文谷1-4-7

医療法人社団 清令会 阿部医院 13_東京都 目黒区平町2-5-7

目黒1丁目クリニック 13_東京都 目黒区目黒1-5-19 目黒第一ビル206

ひまわり井田クリニック 13_東京都 目黒区目黒3-14-3

友成クリニック 13_東京都 目黒区目黒4-10-10

井上内科医院 13_東京都 目黒区目黒本町3-15-10

小西醫院 13_東京都 目黒区目黒本町4-14-19 マンションユタカ1F

こんどう医院 13_東京都
目黒区目黒本町5-27-17 日神パレス武蔵小山

101

目黒整形外科内科 13_東京都 目黒区目黒本町6-1-2

むさしこやま耳鼻咽喉科 13_東京都 目黒区目黒本町6-1-2 友愛ビル3F

医療法人 髙礎会 髙崎クリニック 13_東京都 目黒区目黒本町6-3-6

桜井整形外科クリニック 13_東京都 目黒区祐天寺1-15-6

ゆうてんじ皮ふ科 13_東京都 目黒区祐天寺1-22-5 エムワイビル3F

祐天寺たけまさクリニック 13_東京都 目黒区祐天寺2-15-6

祐天寺松本クリニック 13_東京都 目黒区祐天寺2-17-11-1F
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自由が丘ちあきレディースクリニック 13_東京都 目黒区緑が丘2-24-15

Alohaさおり自由が丘クリニック 13_東京都
目黒区緑が丘2-24-15 コリーヌ自由が丘

EST3F

加藤整形外科クリニック 13_東京都 目黒区緑が丘3-4-7

西国立整形外科クリニック 13_東京都 立川市羽衣町2-49-7

医療法人財団 川野病院 13_東京都 立川市錦町1-7-5

さいわいこどもクリニック 13_東京都 立川市幸町1-11-3

渡辺眼科クリニック 13_東京都 立川市幸町3-1-3

やまうち耳鼻咽喉科 13_東京都 立川市幸町3-2-11

神津小児科医院 13_東京都 立川市幸町3-30-11

立川在宅ケアクリニック 13_東京都
立川市幸町5-71-16 コンフォートフラッツⅢ1

階

うちだ内科医院 13_東京都 立川市幸町5-95-4

平塚耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都 立川市高松町3-13-15 日本医薬立川ビル2F

西砂川病院 13_東京都 立川市砂川町8-2-3

かとり耳鼻咽喉科 13_東京都 立川市柴崎町2-1-6 エルタワータチ6F

立川南口耳鼻咽喉科 13_東京都 立川市柴崎町3-10-5 大雅ビル1F

厚生連クリニック 13_東京都 立川市柴崎町3-6-10

立川内科クリニック 13_東京都 立川市柴崎町3-8-2 ビルドはなさい5階

立川若葉団地クリニック 13_東京都 立川市若葉町4丁目25-1

医療法人社団 東京愛成会 あいせいか

いココロのクリニック
13_東京都 立川市曙町1-29-7

立川北口駅前クリニック 13_東京都 立川市曙町1-31-2 遠藤創進ビル3F

医療法人社団 正裕会 リボーンレ

ディースクリニック
13_東京都 立川市曙町2-10-1 ふどうやビル4階

村上クリニック 13_東京都 立川市曙町2-16-3

医療法人社団 洋徹会 すみとも内分泌

クリニック
13_東京都 立川市曙町2-34-6 小杉ビル2階

重城内科クリニック 13_東京都 立川市上砂町1-2-3

古岡整形外科 13_東京都 立川市上砂町3-55-10

医療法人社団 晴仁会 幸町腎クリニッ

ク
13_東京都 立川市柏町 4-1-1

菅家医院 13_東京都 立川市柏町4-2-15

西立川おとなとこどものクリニック 13_東京都 立川市富士見町1-31-18 西立川KIビル2F

唯善クリニック内科・呼吸器内科 13_東京都 立川市富士見町1-34-9 イーストンビル1階

とみながレディースクリニック 13_東京都 練馬区3-1-9 フラックスビル2F

医療法人社団 孝志会 江古田内科整形

外科
13_東京都 練馬区旭丘2-44-6
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江古田みずのクリニック 13_東京都 練馬区栄町32-13 スワースモアN1F

さかい整形外科 13_東京都 練馬区栄町34-7 クイーンズコート1F

藤岡クリニック 13_東京都 練馬区貫井1-7-9

歌橋医院 13_東京都 練馬区貫井4-25-31

ゆき医院 13_東京都 練馬区関町東1-1-14

いしかわ眼科 13_東京都
練馬区関町南1-9-50 上石神井クリニック

ファーム内2F

市毛診療所 13_東京都 練馬区関町南2-1-14

医療法人社団徳枝会 佐藤皮膚科小児科

クリニック
13_東京都 練馬区関町北1-22-10 ASTO 1st building 2F

関町ゆいクリニック 13_東京都 練馬区関町北2-26-11

赤司医院 13_東京都 練馬区関町北2-9-16

関町内科クリニック 13_東京都 練馬区関町北5-6-1 トパーズハイム1F

宮本外科内科 13_東京都 練馬区錦2-8-5

公益社団法人地域医療振興協会 練馬光

が丘病院
13_東京都 練馬区光が丘 2-11-1

金谷クリニック 13_東京都 練馬区光が丘2-4-11-102

さくまクリニック 13_東京都
練馬区光が丘三丁目9番2号 光が丘IMA南館

M1-3

光が丘南 佐藤医院 13_東京都 練馬区高松4-12-17

医療法人社団蒼生会 高松医院 13_東京都 練馬区高松6-4-23

池田医院 13_東京都 練馬区高野台1-3-7

田村医院 13_東京都 練馬区高野台3-38-10

医療法人社団慶津会 高野台ホームクリ

ニック
13_東京都

練馬区高野台5-13-7 チャームスイート石神井

公園1階

新桜台 内科・外科クリニック 13_東京都
練馬区桜台1-28-8 シースリーモール新桜台2

階

南町医院 13_東京都 練馬区桜台1-8-8

耳鼻咽喉科平山医院 13_東京都 練馬区桜台2-19-15

反町医院 13_東京都 練馬区桜台3-14-16

赤松レディスクリニック 13_東京都 練馬区桜台3-41-14

医療法人社団順桜会 桜台マタニティク

リニック
13_東京都 練馬区桜台4-32-8

三原台野口クリニック 13_東京都 練馬区三原台1-14-37-101

加藤医院 13_東京都 練馬区春日町4-18-1

医療法人社団 春日町眼科 13_東京都 練馬区春日町6-2-20

坪井産婦人科医院 13_東京都 練馬区小竹町1-57-10

シルバーケアクリニック 13_東京都 練馬区上石神井2-37-5

上石神井サン・クリニック 13_東京都 練馬区上石神井3-6-34

234 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

山東医院 13_東京都 練馬区西大泉1-2-5

西大泉呼吸器科内科クリニック 13_東京都 練馬区西大泉6-20-3

友松耳鼻咽喉科気管食道科医院 13_東京都 練馬区石神井町1-20-13

豊島医院 13_東京都 練馬区石神井町1-22-8

医療法人社団三健会 渡辺整形外科内科

医院
13_東京都 練馬区石神井町2-13-15

森クリニック 13_東京都 練馬区石神井町2-15-1 NMSビル1F

いしざき内科 13_東京都 練馬区石神井町3-30-20 コーポ田嶋1F

石神井公園ひろクリニック 13_東京都 練馬区石神井町3-30-3 岡本ビル1階

医療法人社団 弘健会 菅原医院 13_東京都 練馬区石神井町3-9-16

栗林医院 13_東京都 練馬区石神井町7-14-5

石神井公園駅前えんじゅ内科クリニッ

ク
13_東京都 練馬区石神井町三丁目24-7 岩田ビル3階

知久医院 13_東京都 練馬区早宮1-22-14

三宅労働衛生コンサルタント事務所 13_東京都 練馬区早宮2-21-19

田村内科小児科医院 13_東京都 練馬区早宮2-22-15

関根ウイメンズクリニック 13_東京都 練馬区早宮2-24-10

中村内科クリニック 13_東京都 練馬区大泉学園町4-22-13

平井整形外科 13_東京都 練馬区大泉学園町4-22-4-202

はやみ医院 13_東京都 練馬区大泉学園町5-7-21

若井内科・呼吸器科 13_東京都
練馬区大泉学園町7-15-16 ハナブサ第1ビル3

階

武田クリニック 13_東京都 練馬区大泉学園町7-2-28

はな眼科クリニック 13_東京都
練馬区大泉学園町7-3-16 アトリエコレクショ

ン102

医療法人社団 翔洋会 辻内科循環器科

歯科クリニック
13_東京都 練馬区大泉学園町8-24-25

岩崎小児科医院 13_東京都 練馬区大泉学園町8-7-17

野口クリニック 13_東京都 練馬区谷原5-27-5

田中医院 13_東京都 練馬区谷原6-9-8

はたクリニック 13_東京都 練馬区中村南1-15-16

寺門医院 13_東京都 練馬区中村北3-3-5

市原外科内科 13_東京都 練馬区田柄1-1-12

仁科整形外科医院 13_東京都 練馬区田柄1-17-2

森川眼科医院 13_東京都 練馬区田柄2-7-13

林内科胃腸科 13_東京都 練馬区田柄5-14-11-2F

浜野小児科内科クリニック 13_東京都 練馬区田柄5-14-19

たいら整形外科クリニック 13_東京都 練馬区土支田2-29-19

大泉アカデミアクリニック 13_東京都 練馬区東大泉1-30-4 第7三幸ビル3階
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三木眼科 13_東京都 練馬区東大泉1-37-1 マルキシビル3F

かわさき内科糖尿病クリニック 13_東京都
練馬区東大泉6-47-18 ドクターズポート大泉

学園

水谷内科呼吸器科クリニック 13_東京都 練馬区東大泉6-51-4 TKマンション1F

竹宮医院 13_東京都 練馬区南大泉1-35-20

上杉耳鼻咽喉科医院 13_東京都 練馬区南大泉4-48-7

医療法人社団 典美会 保谷医院 13_東京都 練馬区南大泉4-50-15

とうみょう内科クリニック 13_東京都 練馬区南田中1-13-13 プレミールコート1F

高野台いいづか耳鼻咽喉科 13_東京都 練馬区南田中3-7-28

じんの内科医院 13_東京都 練馬区氷川台3-24-21

氷川台のと小児科クリニック 13_東京都 練馬区氷川台3-40-6

城北公園クリニック 13_東京都 練馬区氷川台4-7-1

佐藤神経内科診療所 13_東京都 練馬区富士見台2-31-23 セピアメゾン1階1

富士見台診療所 13_東京都 練馬区富士見台2-34-4

うちだ内科クリニック 13_東京都 練馬区富士見台2-4-15

かみじょう整形外科 13_東京都 練馬区平和台3-25-17 マルキビル101

医療法人社団 真成会 野口医院 13_東京都 練馬区豊玉上1-13-6

医療法人社団 桜舞会 井関内科 13_東京都 練馬区豊玉上2-21-13-101

坂本整形外科クリニック 13_東京都 練馬区豊玉中2-13-20 COSMOS19豊玉中1F

とくでんクリニック 13_東京都 練馬区豊玉南1-10-1

ながにし耳鼻咽喉科クリニック 13_東京都
練馬区豊玉北4-26-6 D・S・Tクリーンカーム

101

森田眼科 13_東京都 練馬区豊玉北6-15-18

森口クリニック 13_東京都 練馬区豊玉北6-1-7 メイゾン豊玉2階

藤澤こどもクリニック 13_東京都 練馬区豊玉北6-6-6

耳鼻咽喉科まちの医院 13_東京都 練馬区北町1-28-4

こくぶん医院 13_東京都 練馬区北町1-36-18

町田産婦人科 13_東京都 練馬区北町2-23-12

下島メディカルクリニック 13_東京都 練馬区北町2-36-6

医療法人 秀光会 黒川内科医院 13_東京都 練馬区北町2-41-21

鈴木医院 13_東京都 練馬区北町7-20-33

みみはなのど吉祥寺なかむらクリニッ

ク
13_東京都

練馬区立野町14-21 ライオンズマンション吉

祥寺北1F

鈴木クリニック 13_東京都 練馬区練馬1-27-1

練馬駅西口眼科クリニック 13_東京都 練馬区練馬1-8-4 コンフォート練馬1F

高橋医院 13_東京都 練馬区練馬4-13-5

本多記念青野クリニック
14_神奈川

県
小田原市本町1-4-4 三宅本町ビル1階2階
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新川崎こびきウィメンズクリニック
14_神奈川

県
川崎市幸区鹿島田1-8-33 はとりビル2階

みやびクリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区南平台3-17 近藤ビル1F

大塚内科医院
14_神奈川

県
相模原市中央区氷川町13-1

増沢クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市高田4-7-12

斉藤医院
14_神奈川

県
秦野市栄町5-4

かとう内科クリニック
14_神奈川

県
秦野市南矢名1-15-3

医療法人社団 亮仁会 池上整形外科
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼藤が谷2-1-21

たぐち内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区中希望が丘138-1 第2山西ビル一階

市ケ尾病院
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町23-1

えなみクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区桂台2-27-21

医療法人社団 関根医院
14_神奈川

県
愛甲郡愛川町角田1345-1

清川遠寿病院
14_神奈川

県
愛甲郡清川村煤ヶ谷3414

市川医院
14_神奈川

県
綾瀬市寺尾南1-6-17

島田外科・内科
14_神奈川

県
綾瀬市上土棚中6の14の26

熊倉整形外科
14_神奈川

県
綾瀬市深谷上2-3-12

たけだこどもクリニック
14_神奈川

県
綾瀬市早川城山1-3-8

共ヶ岡診療所
14_神奈川

県
綾瀬市大上3-20-23

眼科根崎医院
14_神奈川

県
伊勢原市伊勢原2-2-26 3・4階

伊勢原市休日夜間急患診療所
14_神奈川

県
伊勢原市伊勢原2-7-31
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井上医院
14_神奈川

県
伊勢原市伊勢原3-19-21

片山医院
14_神奈川

県
伊勢原市高森2-3-7

野地医院
14_神奈川

県
伊勢原市高森3-2-9

湘南伊勢原クリニック
14_神奈川

県
伊勢原市高森3丁目5-12

桜台こどもクリニック
14_神奈川

県
伊勢原市桜台1-1-14 第2牧野ビル4階

うどファミリークリニック
14_神奈川

県
伊勢原市桜台1-20-10 アミカルメント萩原1F

吉澤医院
14_神奈川

県
伊勢原市上粕屋351-1

坂間医院
14_神奈川

県
伊勢原市神戸538

秋澤医院
14_神奈川

県
伊勢原市石田605-1

医療法人社団 三井会 伊勢原日向病院
14_神奈川

県
伊勢原市日向541-1

医療法人社団 ナーブ・ケア・クリニッ

ク

14_神奈川

県
横須賀市安浦町2-19

渡辺整形外科
14_神奈川

県
横須賀市衣笠栄町1-22-7

やまうち内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市衣笠栄町1-61

きくち消化器・内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市衣笠栄町2-66-3 KMビル2階

鴨居ファミリークリニック
14_神奈川

県
横須賀市鴨居1-17-15, 神脇ビル2階

井口耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横須賀市久里浜1-3-17 鈴栄メディカルビル4F

久里浜泌尿器科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市久里浜1-3-18 サンヨービル3F

金沢胃腸科外科医院
14_神奈川

県
横須賀市久里浜1-6-1 フジビル302号

今井内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市久里浜2丁目20番5号
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くりはま優レディースクリニック
14_神奈川

県
横須賀市久里浜4-11-15-201

久里浜眼科
14_神奈川

県
横須賀市久里浜4-8-16

医療法人社団 新明外科胃腸科
14_神奈川

県
横須賀市金谷2-2-15

あきやま医院
14_神奈川

県
横須賀市根岸町1-9-9

髙宮小児科
14_神奈川

県
横須賀市根岸町4-3-20

堀ノ内眼科診療所
14_神奈川

県
横須賀市三春町3-30

大澤医院
14_神奈川

県
横須賀市汐入町2-2-12 ベイサイドビル2F

汐入メンタルクリニック
14_神奈川

県
横須賀市汐入町2-7-1 山下ビル2F

吉村医院
14_神奈川

県
横須賀市汐入町3-49

金丸皮膚科
14_神奈川

県
横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル6F

中央内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市若松町2-7 藤田ビル4F

鈴木クリニック
14_神奈川

県
横須賀市若松町3-10

さいとう内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市上町1-40-12 1F

田浦内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市船越町1-58-6

介護老人保健施設しんわ走水荘
14_神奈川

県
横須賀市走水2-5-6

三武内科クリニック
14_神奈川

県
横須賀市大滝町1-21 ジュネス横須賀2F

横須賀タワークリック
14_神奈川

県
横須賀市大滝町2-6 4F

みやざわ皮膚科
14_神奈川

県
横須賀市大津町1-16-6 中央商工ビル2階

医療法人社団 啓寿会 石橋クリニック
14_神奈川

県
横須賀市大津町1-8-32
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湘南グリーンクリニック
14_神奈川

県
横須賀市大矢部3-1-25

第二湘南グリーンクリニック
14_神奈川

県
横須賀市大矢部5-11-1

恵徳会在宅医療クリニック
14_神奈川

県
横須賀市池上1-4-5

倉田耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横須賀市⾧沢3-3-10

医療法人社団厚済会 追浜仁正クリニッ

ク

14_神奈川

県
横須賀市追浜町3-1 エルシャンテ追浜ビル4F

ひろこどもクリニック
14_神奈川

県
横須賀市追浜町3-2 ナスカクリニックビル4F

耳鼻咽喉科 森医院
14_神奈川

県

横須賀市米が浜通1-18-13 クラシオン米が浜

メディカルビル2F

藤田整形外科
14_神奈川

県
横須賀市野比1-39-15

菱沼クリニック
14_神奈川

県
横須賀市野比1-42-47

医療法人 横圭会 武山加藤医院
14_神奈川

県
横須賀市林3-1-7

小野皮フ科
14_神奈川

県
横浜市港北区大豆戸町212-1

ベイクォーター眼科
14_神奈川

県

横浜市神奈川区金港町1-10 ベイクォーター4

階

藤山内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区富士塚1-7-19  高和Ⅱ

大田小児科
14_神奈川

県
横浜市旭区さちが丘146

医療法人社団 心真理 つくしクリニッ

ク

14_神奈川

県
横浜市旭区今宿2-63-14

中田外科胃腸科医院
14_神奈川

県
横浜市旭区今宿西町200-7

大川内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区今宿西町285

いわま内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区今宿西町475

渡辺内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区今宿町2666-27
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小柳内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区笹野台1-20-12

(医)宏友会 三ツ境眼科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区笹野台1-31-12-104

公益財団法人 積善会 日向台病院
14_神奈川

県
横浜市旭区市沢町1081

医療法人社団 東京石心会 新緑脳神経

外科

14_神奈川

県
横浜市旭区市沢町574-1

医療法人社団 明珠会 若葉台クリニッ

ク

14_神奈川

県
横浜市旭区若葉台1-3-116

わかば内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区若葉台4-12-105

医療法人 順正会 横浜鶴ヶ峰病院
14_神奈川

県
横浜市旭区川島町1764

三井内科医院
14_神奈川

県
横浜市旭区善部町46-48

希望ヶ丘耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市旭区中希望が丘102-9-201

希望ヶ丘駅前クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区中希望が丘131-5

医療法人社団 永和会 沢野クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区中希望が丘132-10

希望ヶ丘しまや内科
14_神奈川

県
横浜市旭区中希望が丘198-21

希望が丘クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区中希望が丘210-43

肥後クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区中沢2-38-5

神奈川県立がんセンター
14_神奈川

県
横浜市旭区中尾2-3-2

イアソクリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区鶴ヶ峰1-27-3

川本胃腸内科外科
14_神奈川

県
横浜市旭区鶴ヶ峰2-21-32

鶴ヶ峰三井眼科クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区鶴ヶ峰2-27-12

医療法人 横浜都岡脳神経外科
14_神奈川

県
横浜市旭区都岡町42-1
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梅沢医院
14_神奈川

県
横浜市旭区東希望が丘81

あすかい内科
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川1-10-6

古荘セントラルクリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川1-45-43

すずき小児科・アレルギー科
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川1-45-76 坂本ビル1階

医療法人二俣川内科・循環器内科クリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川1-45-89 浅野ビル3階

松井内科医院
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川1-5-38 FSビル5F

二俣川こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川2-50-14 コプレ二俣川7階

メディカルパーク二俣川
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川2-50-14 コプレ二俣川802

二俣川整形外科
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川2-58-2

たらお内科・消化器科
14_神奈川

県
横浜市旭区二俣川2-58-6 大洋ビル3階

柏町整形外科
14_神奈川

県
横浜市旭区柏町47-16

髙梨整形外科医院
14_神奈川

県
横浜市旭区白根1-17-10

保土ヶ谷病院
14_神奈川

県
横浜市旭区白根7-11-1

あさひ本宿クリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区本宿町90番30号

横浜いるかクリニック
14_神奈川

県
横浜市旭区本村町105 ラテール旭2F

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
14_神奈川

県
横浜市旭区矢指町1197-1

磯子耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県

横浜市磯子区磯子3-13 ブリリアシティ横浜磯

子K1F

衛藤クリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区磯子3-6-1-102

今井医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区岡村3-1-25
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冨野医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区岡村6-5-35

ことぶきクリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区岡村6-5-46

さいとう小児科
14_神奈川

県
横浜市磯子区岡村7-20-14

医療法人社団遊心会 住田こどもクリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市磯子区下町8-16

武安医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区丸山2-15-1

土屋内科医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区栗木1-20-5

磯子眼科医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区森1-7-3-204

医療法人社団 北村小児科
14_神奈川

県
横浜市磯子区森1-7-3 磯子センターハイツ203

磯子うすい眼科
14_神奈川

県

横浜市磯子区森1-9-1 アクロスキューブ磯子3

階

いそべ眼科
14_神奈川

県

横浜市磯子区森3-17-33 ファミール屏風ヶ浦

2F

ファミールこどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区森3-17-33-2F

東山耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区森3-19-27

森が丘医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区森が丘1-13-11

河原整形外科
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田1階

林内科医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田1-21-9

いそご内科・呼吸器内科
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田1-12-23 2階

わたなべ薬局
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田1-17-1 プララ杉田1F

(医)KOC こうの整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田1-17-1 プララ杉田3階

せき耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田5-7-7 103
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たきもとクリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田5-7-7 ライフコート杉田203

新杉田ヒルサイドクリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田5-7-7 ライフコート杉田2F

京浜クリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区杉田9-18-11

洋光台耳鼻咽喉科・ひふ科
14_神奈川

県
横浜市磯子区洋光台1-15-7

ながお耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市磯子区洋光台3-13-1 ピーコックストア

2階

みつばちこども漢方クリニック
14_神奈川

県
横浜市磯子区洋光台3-13-4-110

医療法人社団朋進会 洋光台セントラル

クリニック

14_神奈川

県
横浜市磯子区洋光台3-9-31

樋口整形外科医院
14_神奈川

県
横浜市磯子区洋光台6-27-15

内山小児科医院
14_神奈川

県
横浜市栄区笠間2-31-13

おれんじクリニック
14_神奈川

県

横浜市栄区笠間3丁目45番 ガーデンアソシエ 

J棟1階

おぐら耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市栄区笠間4-11-6

野村医院
14_神奈川

県
横浜市栄区笠間5-31-24

くさか眼科
14_神奈川

県
横浜市栄区桂台南1-18-12

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済

病院

14_神奈川

県
横浜市栄区桂町132

かじがや小児クリニック
14_神奈川

県
横浜市栄区桂町697-5 加藤ビル 2F

なかや整形外科
14_神奈川

県
横浜市栄区犬山町59-5

医療法人 若竹クリニック
14_神奈川

県
横浜市栄区元大橋1-27-5

小山台クリニック
14_神奈川

県
横浜市栄区小山台2丁目41番17号

松村皮フ科
14_神奈川

県
横浜市栄区小菅ケ谷1-5-1-E
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ヒルサイドクリニック
14_神奈川

県
横浜市栄区小菅ケ谷4-9-1

横浜さかえ内科
14_神奈川

県
横浜市栄区小菅ケ谷一丁目5番1号 A区画

かみごう医院
14_神奈川

県
横浜市栄区上之町2-17

わたなべ内科・消化器クリニック
14_神奈川

県
横浜市栄区⾧倉町1-1387-1

永井眼科医院
14_神奈川

県
横浜市栄区本郷台3-1-3-2F

大野内科医院
14_神奈川

県
横浜市栄区本郷台3-1-6

そがこどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市茅ケ崎中央1-2 センター南駅光ビル4階

浅井こどもクリニック
14_神奈川

県

横浜市金沢区釜利谷東2-14-11 高野第2ビル

2F

金沢文庫アイクリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区釜利谷東2-16-32-2F

金沢文庫病院
14_神奈川

県
横浜市金沢区釜利谷東2-6-22

星空クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区釜利谷東3-1-3-3F

宮崎内科医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区釜利谷東4-53-15

あかり木診療所
14_神奈川

県
横浜市金沢区金沢町184-192

青木医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区洲崎町5-8

八景耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市金沢区瀬戸 3-45 八景メディカルビル6

階

八景駅前きくち内科
14_神奈川

県
横浜市金沢区瀬戸17-18 1階

医療法人社団 厚済会 金沢クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区瀬戸19-9

医療法人社団 ふじのクリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区瀬戸3-45 八景メディカルビル2F

杉本クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区瀬戸3-7
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中山耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区瀬戸4-3

株式会社 総合車両製作所 健康管理室
14_神奈川

県
横浜市金沢区大川3番1号

医療法人社団 厚済会 文庫じんクリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市金沢区谷津町356-3 KHメディカルビル

大成整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区谷津町364番地 金沢文庫ビル1F

いとうファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区谷津町378

グリーン耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市金沢区泥亀2-5-1 ユニオンセンター1階

きくち内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区東朝比奈2-20-8

あい小児科アレルギー科
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台24-8

田村クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台4-4-22

つのだ医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台通1-2 白樺ビル3F

岡本産婦人科医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台通15-3

わたなべ内科・呼吸器クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台通2-6 能見台クオレ204

草川クリニック 内科・循環器内科
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台通4-1 2階

やなぎさわ腎・泌尿器科クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台通4-1 MQプラザ2F

能見台こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台通4-8 TKMビル

パートリア診療所
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台東10-1

泉福レディースクリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区能見台東1-7 K-SQUAREビル2F

ふじわら小児科
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西1-48-12

椿ケ丘医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西1丁目35番5号
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樹診療所とみおか
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西2-1-10

たかさき内科
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西2-3-1 野本ビル1階

医療法人社団 石丸医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西4-6-6

松瀬医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西5-5-14

富岡西クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西6-15-5

白石クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西6-18-25

はまと脳神経クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡西7-19-13

せざき整形外科
14_神奈川

県
横浜市金沢区富岡東5-18-1

産業振興センター診療所
14_神奈川

県
横浜市金沢区福浦1-5-2

恩賜財団 済生会支部神奈川県済生会 

若草病院

14_神奈川

県
横浜市金沢区平潟町12番1号

かとう整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区並木1-17-1

並木小磯診療所
14_神奈川

県
横浜市金沢区並木1-17-1-101

⾧倉医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区並木1-19-22

医療法人社団協友会 横浜なみきリハビ

リテーション病院

14_神奈川

県
横浜市金沢区並木2-8-1

篠田医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区並木3-8-1

栗栖医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区六浦4-10-18

六浦内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区六浦5-1-11

大久保医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区六浦南2-42-18

医療法人社団 所耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市金沢区六浦南2-9-14
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六浦診療所
14_神奈川

県
横浜市金沢区六浦南2-9-14

青木こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市金沢区六浦南2-9-14-2F

おながファミリー眼科
14_神奈川

県

横浜市戸塚区下倉田町1869-1 横浜戸塚メディ

カルビル2F-1

医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 

戸塚共立第2病院

14_神奈川

県
横浜市戸塚区吉田町579-1

相沢医院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区吉田町651

たき整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区吉田町944-5 KAWARA 2F

戸塚ヒロ眼科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区汲沢1-10-46-3F

医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病

院

14_神奈川

県
横浜市戸塚区汲沢町1025-6

おたに耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区原宿4-15-7-2F

さとう内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区原宿4-18-7

聖母の園クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区原宿四丁目35番9号

なかつじ医院
14_神奈川

県

横浜市戸塚区戸塚区原宿5-33-6ドエル原宿Ⅱ

1F

戸塚西口りんどうクリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町108-3 金子ビル2F

戸塚共立第1病院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町116

戸塚共立あさひクリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町116-15 C.I.スクエア2階

戸塚共立第1病院附属さくらクリニッ

ク

14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町116-3

戸塚共立レディースクリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町157-3

戸塚共立透析クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町157-3

医療法人則愛会 戸塚内科医院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町157 フタバビル1F
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若杉診療所
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町16-7 加藤ビル4階

戸塚共立ステーションクリニック
14_神奈川

県

横浜市戸塚区戸塚町16番地1 戸塚西口共同ビ

ルA505

医療生協かながわ生活協同組合 戸塚診

療所

14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町3880-2

医療生協 戸塚診療所
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町3880-2

戸塚共立メディカルサテライトクリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町3970-5

医療法人 山路整形外科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町4253-1 サクラス戸塚401

戸塚共立おとキッズクリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町4253番地1

平成横浜病院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町550

戸塚ファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区戸塚町99-301

戸塚南クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区上倉田町391-1

平野内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市戸塚区上倉田町447-1 プラージュ戸塚

101

(医)紺医会 紺野整形外科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区上倉田町884-1

浜之上耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区上倉田町884-6

ふれあい東戸塚ホスピタル
14_神奈川

県
横浜市戸塚区上品濃16-8

横浜市戸塚地域療育センター
14_神奈川

県
横浜市戸塚区川上町4-4

東戸塚こども発達クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区川上町88-18 第8笠原ビル2階

おおくぼ総合内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚3F

海のこどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚3階

鳥が丘クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区鳥が丘38-18
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ソフィア横浜クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区東俣野町911

安楽整形外科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区品濃町513-7 清光ビル2F

医療法人社団 さくら会 にし眼科クリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市戸塚区品濃町517-1

ゆかチルドレンズクリニック
14_神奈川

県

横浜市戸塚区品濃町535-2 TOWERS CITY 1st 

302

山本内科タワーズ皮膚科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区品濃町535-2 中央街区D306

東戸塚メディカルクリニック
14_神奈川

県

横浜市戸塚区品濃町539-1 スカイビルディン

グ6F

藤野クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区品濃町543-5

東戸塚脳神経外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区品濃町548-2 東戸塚NSビル1F

医療法人社団 鈴木耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区品野町535-2 中央街区D棟304

医療法人 小川クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区舞岡町29番地

ゆめはまクリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区舞岡町3406

横浜舞岡病院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区舞岡町3482

半田医院
14_神奈川

県
横浜市戸塚区平戸2-30-8-1F

菅野内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市戸塚区平戸5-1-8 いずみプラザ東戸塚

2F

ふじばし内科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区名瀬町36-4

伊東医院 産婦人科 小児科
14_神奈川

県
横浜市戸塚区矢部町14

医療法人 小川クリニック
14_神奈川

県
横浜市戸塚区舞岡町29

せいの内科・内視鏡クリニック
14_神奈川

県
横浜市港南区丸山台1-5-7 上永谷医療ビル4階

医療法人社団 成仁会 ⾧田病院
14_神奈川

県
横浜市港南区丸山台2-2-10
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いずみ医院
14_神奈川

県
横浜市港南区丸山台2-41-1

上永谷こう脳神経クリニック
14_神奈川

県

横浜市港南区丸山台3-2-3 サルーテクリニカ2

階

芹が谷整形外科クリニック
14_神奈川

県

横浜市港南区芹が谷5丁目55-10 イルカメディ

カルBLDG2F

港南中央医院
14_神奈川

県
横浜市港南区港南2-2-14

医療法人社団厚済会 横浜じんせい病院
14_神奈川

県
横浜市港南区港南3-1-28

諏訪クリニック
14_神奈川

県
横浜市港南区港南台2-11-17

もり小児科
14_神奈川

県
横浜市港南区港南台3-3-1 港南台214ビル202

医療法人 横浜グリーンクリニック
14_神奈川

県

横浜市港南区港南台4-22-9 パークハウス港南

台1F

医療法人社団 中島整形外科
14_神奈川

県
横浜市港南区港南台4-30-3

かわぐち消化器内科
14_神奈川

県

横浜市港南区港南台5-23-30 港南台医療モー

ル3F

横浜みなと呼吸器内科・内科クリニッ

ク

14_神奈川

県

横浜市港南区港南台5丁目23-30 医療モール 

2F

黒沢クリニック
14_神奈川

県

横浜市港南区港南台7-42-30 サンライズ港南

台201号

冨永耳鼻咽喉科・アレルギー科
14_神奈川

県

横浜市港南区港南台7-42-30 サンライズ港南

台210

横浜東邦病院
14_神奈川

県
横浜市港南区最戸1-3-16

苅部医院
14_神奈川

県
横浜市港南区笹下2-7-12

医療法人社団 豊福医院
14_神奈川

県
横浜市港南区上永谷3-18-16

医療法人社団 厚済会 上大岡仁正クリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡西1-10-1

杉山内科クリック
14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ4F

上大岡糖尿病・代謝内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡西1-5-1-104
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朝倉クリニック
14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡西2-13-16

片山こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡西2-3-6

浅井耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡東1-11-32

港南ひふ科医院
14_神奈川

県
横浜市港南区上大岡東1-9-5

堀越医院
14_神奈川

県
横浜市港南区大久保2-16-37

さつき台診療所
14_神奈川

県
横浜市港南区大久保3-39-6

小島小児科
14_神奈川

県
横浜市港南区東永谷2-2-20

下永谷こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市港南区日限山1-57-40

今井内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市港南区日限山2-1-33 日限山開成ビル3

階

高橋耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市港南区日野9-48-8

則武眼科医院
14_神奈川

県
横浜市港南区日野南5-9-11-103

木庭医院
14_神奈川

県
横浜市港南区野庭町672-5

佐々木内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区下田町2-16-54

医療法人社団 浅木クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区菊名1-4-2

ルカ皮フ科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区菊名1丁目6-11 平田ビル2階

菊名記念病院
14_神奈川

県
横浜市港北区菊名4-4-27

港北区休日急患診療所
14_神奈川

県
横浜市港北区菊名七丁目8番27号

綱島クリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区綱島西 2-3-2 ナイスアーバンス

テイツ綱島2階

平井整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西1-6-11
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綱島こころクリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区綱島西1丁目6-19 綱島コア15 3

階

菜の花クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西2-11-2-101

えびすクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西2-7-2 第7 吉田ビル2F

さかもと小児クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西2-7-2 第7 吉田ビル5階

つなしま眼科
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西2丁目13-9 ヴィラ綱島1F

医療法人 井上胃腸内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西3-2-20 綱島別所プラザ2F

いいの眼科
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西4-8-18 2階

川野循環器内科医院
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島西4-8-18 川野ビル3階

医療法人社団 孝和 広岡クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島東1-5-6-301

大川小児クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島東2-12-19 福島ビル1F

吉原耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区綱島東2-8-4

マザーズ高田産医院
14_神奈川

県
横浜市港北区高田西2-5-27

医療法人すこやか 高田中央病院
14_神奈川

県
横浜市港北区高田西2-6-5

はま眼科
14_神奈川

県

横浜市港北区高田東3-10-6 モンテローザ高田

Ⅰ1F

おおそねクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区師岡町1148-1-1F

石川こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区師岡町700 トレッサ横浜南棟1F

医療法人慈杜会 内科・外科トレッサ診

療所

14_神奈川

県

横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜南

棟1階

もろおかクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区師岡町908-3

医療法人社団 仁和会 藤井クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区篠原町1034-7
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岸根公園眼科
14_神奈川

県

横浜市港北区篠原町1129 岸根公園駅前UUビ

ル B1F

岸根公園皮膚科
14_神奈川

県
横浜市港北区篠原町1129-203

なみき内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区篠原町1129 岸根公園駅前UUビ

ル2F202号

すぎうら眼科
14_神奈川

県
横浜市港北区新羽町1671

たかせ胃腸内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区新羽町1686-1 ユーム・ニュー

ウィングⅢ 302号

たかぎ小児クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区新羽町1690-1  2F

おおすみ医院
14_神奈川

県
横浜市港北区新羽町1719

医)慈友会 山田内科
14_神奈川

県

横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル

4F

前田記念新横浜クリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビ

ル2F

かえるメンタルクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜2-3-9 新横浜金子ビル1階

新横浜かとうクリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーショ

ンビル8階

てんかんと発達の横浜みのる神経クリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜2-6-16

シオン皮フ科ドゥオ
14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜2-6-16 367新横浜3階

新横浜あおい眼科
14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜2-6-16 4F

医療法人社団佑希会 のぞみクリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区新横浜3-20-3 リバサイドビル

501

アモルクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜3-20-3-701

新横浜かとう眼科
14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜3-5-1 新横浜KTビル5階

医療法人JO城クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区新横浜3-6-4

シオン皮フ科クリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区新横浜3丁目20-3 リバサイドビ

ル2階
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新吉田医院
14_神奈川

県
横浜市港北区新吉田町3622-3

大倉山内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区大倉山1-12-18

ノア皮フ科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区大倉山3-1-3 大倉山駅前ビル3階

シブヤチャイルドクリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区大倉山3-56-22 ナビウス大倉山

1F

荻原医院
14_神奈川

県
横浜市港北区大倉山3-7-17

山田医院
14_神奈川

県
横浜市港北区大豆戸町212

三石内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区樽町1-24-7

さかきばら耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市港北区仲手原2-43-33-1F

あい診療所
14_神奈川

県
横浜市港北区鳥山町1018 ローズハイムB

横浜市総合保健医療センター
14_神奈川

県
横浜市港北区鳥山町1735

日吉メディカルクリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区日吉4-1-1 慶應義塾日吉キャン

パス協生館1階

内村内科・腎クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉5-13-4

石川整形外科
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-15-4 RSビル

八木医院
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-1-6

医療法人 向日葵会 日横クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-20-16

医療法人 芝成会 吉川内科・循環器内

科クリニック

14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-20-2 吉川ビル1階

ひよしの丘クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-23-14 厚川ビル4階

医療法人社団 たかみざわ医院
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-23-5

則末循環器内科医院
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-24-6
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桜井産婦人科
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町1-29-16

宮内皮フ科
14_神奈川

県

横浜市港北区日吉本町1-3-16 日吉ソシアルビ

ル2F

つむらや内科
14_神奈川

県
横浜市港北区日吉本町4-25-63

中野こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区富士塚1-1-1

露木クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区富士塚1-11-39

星川耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市港北区富士塚1-1-9

有馬医院
14_神奈川

県
横浜市港北区富士塚1-1-9 アリマメディカ1F

北新横浜整形外科・外科
14_神奈川

県
横浜市港北区北新横浜1-2-3 3F

いのもり脳神経外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市港北区北新横浜1-2-3 三橋ビル2F

医療法人社団 ゆうあい会 ゆうあいク

リニック

14_神奈川

県
横浜市港北区北新横浜1丁目6番地2

かない内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市港北区箕輪町2丁目7-42 プラウドシ

ティ日吉レジデンスⅡソコラ日吉

井関医院
14_神奈川

県

横浜市神奈川区栄町6-1 ヨコハマポートサイ

ドロア弐番館1F

横浜みなとメディカルクリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区橋本町2-5-1 サンシティみな

とみらいEAST1F

佐藤内科診療所
14_神奈川

県
横浜市神奈川区桐畑8-3

井上医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区三ツ沢下町10-10

赤尾内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区三ツ沢下町11-22

三ッ沢整形外科
14_神奈川

県
横浜市神奈川区三ッ沢下町11-6

医療法人社団 にしかわ医院
14_神奈川

県

横浜市神奈川区三ッ沢下町11-7 三ッ沢クリ

ニックプラザ2階

医療法人財団 俊陽会 古川病院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区子安通2丁目286番地
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おおぐり医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区七島町127-9

末永クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区七島町128

ななしまクリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区七島町161-5

福永クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区松本町1-3-45

医療法人社団つくし会 川久保診療所 13_東京都 横浜市神奈川区上反町1-6-3

医)銀杏会 中村胃腸科内科医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区上反町2-16-5 ラパンビル反町

医療法人 大恵会 仁恵病院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区新子安1丁目22番12号

さくまファミリークリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区新町21-8 新町第一京急ビル2

階

⾧谷川医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区神ノ木町9-6

神大寺ホームケアクリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区神大寺1-11-12

横浜かんだいじファミリークリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区神大寺1-13-46 メディカルス

クエア

介護老人保健施設リハリゾートわかた

け

14_神奈川

県
横浜市神奈川区菅田町1826

新横浜リハビリテーション病院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区菅田町2628-4

原医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区西寺尾2-24-2

神之木クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区西寺尾3-25-19ー4F

神奈川レディースクリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区西神奈川1-11-5 ARTVISTA横

浜ビル6階

社会福祉法人 恩賜財団 済生会東神奈

川リハビリテーション病院

14_神奈川

県
横浜市神奈川区西神奈川1-13-10

神奈川脳神経外科クリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区西神奈川1-20-7 ビューサイト

横浜2階

吉尾クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区西神奈川2-6-8

みついわクリニック六角橋
14_神奈川

県
横浜市神奈川区西神奈川3-8-2 TMビル1F2F
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反町こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区泉町2-4 3階

大口公園クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区大口仲町15-2

川﨑耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区大口通134-11 奥村ビル2階

小野医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区大口通138-8-201

くにひろクリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区大口通56-5 大口メディカルセ

ンター2F

山川皮ふ科
14_神奈川

県
横浜市神奈川区大口通57-2-2階

たかつか内科医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区大口通69-8

ポートサイド女性総合クリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区大野町1-25 横浜ポートサイド

プレイス3階

横浜西口菅原皮膚科
14_神奈川

県
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 谷川ビル3階

神奈川歯科大学附属横浜クリニック
14_神奈川

県
横浜市神奈川区鶴屋町3-31-6

横浜北幸クリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル9

階

たむら内科クリニック東神奈川
14_神奈川

県

横浜市神奈川区東神奈川1-10-1 ザ・ステー

ションタワー東神奈川1階

ココ皮フ科
14_神奈川

県

横浜市神奈川区東神奈川1-29 シアルプラット

東神奈川4F

はたの東神奈川キッズクリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区東神奈川2-42-5 ゴールデン東

神奈川ビル201

医療法人財団慈啓会 大口東総合病院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区入江2-19-1

医療法人中村医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区白楽121

天野医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区白幡仲町3-34

Myクリニック あらき医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区白幡仲町47-25

医療法人社団 藤中整形外科
14_神奈川

県
横浜市神奈川区白幡町6-19 パレ白楽1階
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反町駅前内科皮膚科
14_神奈川

県

横浜市神奈川区反町3-18-2 スタイリオ横浜反

町2階

さいとうクリニック&デイケア
14_神奈川

県
横浜市神奈川区反町3-22-4

野村皮膚科医院
14_神奈川

県

横浜市神奈川区反町4-27-14 チャリオタワー

2F

社会福祉法人 恩賜財団 済生会神奈川

県病院

14_神奈川

県
横浜市神奈川区富家町6-6

やました泌尿器科・皮フ科クリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区六角橋1-13-1 ビッグライズビ

ル六角橋1F

医療法人清貴会 斎田医院
14_神奈川

県
横浜市神奈川区六角橋1-4-3

的野ウイメンズクリニック
14_神奈川

県

横浜市神奈川区六角橋1-6-14 白楽メディカル

センター4F

医療法人 若倉診療所
14_神奈川

県
横浜市神奈川区六角橋6丁目-30-17

かやま内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区阿久和西3-1-13

ひなたやま内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区下瀬谷1-41-5

医療法人社団 五十嵐外科胃腸科医院
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区三ツ境110-2

三ツ境ライフクリニック渡部内科
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区三ツ境2-1

池部小児科・アレルギー科
14_神奈川

県

横浜市瀬谷区三ツ境21-10 サニーハイツ三ツ

境

三ツ境病院
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区三ツ境23番地8

三ツ境はこだ内科
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区三ツ境6番地2 三ツ境TKビル2階

三ツ境クリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区三ツ境7-1

瀬谷みなみだい整形外科
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区瀬谷1-23-4

安達産婦人科医院
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区瀬谷4-24-4

せや皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区瀬谷4-5-7 レラジオーネ101

259 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

くりむらクリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区瀬谷4-9-8

ひかりこどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区相沢2-60-6

瀬谷こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区中央1-10

耳鼻咽喉科西村医院
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区中央1-10 カサデパティオ2階

かなた内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区中央6-20

河田医院
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区南瀬谷1-2-8

医療法人産育会 堀病院
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区二ツ橋町292

なごみクリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区二ツ橋町489-45

本郷クリニック
14_神奈川

県
横浜市瀬谷区本郷3-20-21

ルビーテッククリニックランドマーク

ヨコハマ

14_神奈川

県

横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランド

マークタワー7F

ランドマーク横浜国際クリニック
14_神奈川

県

横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマーク

プラザ1階

みなとみらい夢クリニック
14_神奈川

県

横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビ

ル2階・3階

MMテラスクリニック
14_神奈川

県

横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみらい

グランドセントラルタワー2F

みなとみらい内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区みなとみらい4-7-1 2階G

プライムコーストみなとみらいクリ

ニック

14_神奈川

県

横浜市西区みなとみらい6-3-4 プライムコー

ストみなとみらい2F

医療法人恵仁会 松島クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区伊勢町3-138

同仁堂田中医院
14_神奈川

県
横浜市西区岡野1-3-6

内科 健診 内視鏡 横浜岡野町クリニッ

ク

14_神奈川

県
横浜市西区岡野1丁目14-1

横浜こどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市西区岡野2-5-18
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井出整形外科・内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区久保町43-11

青木小児科医院
14_神奈川

県
横浜市西区境之谷73番地

医療法人恵仁会 松島病院
14_神奈川

県
横浜市西区戸部本町19-11

浜田戸部整形外科
14_神奈川

県
横浜市西区戸部本町49-15-202

医療法人 明和会 亀田病院
14_神奈川

県
横浜市西区御所山町77番地

横浜東口鳥居クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区高島2-14-13 エストビル3階

スカイビル眼科医院
14_神奈川

県
横浜市西区高島2-19-12

シロノクリニック 横浜院
14_神奈川

県
横浜市西区高島2-19-12 スカイビル16F

スカイビル内科
14_神奈川

県
横浜市西区高島2-19-12 スカイビル21階

医療法人 博友会 進藤医院
14_神奈川

県
横浜市西区中央2-36-7

生駒医院
14_神奈川

県
横浜市西区東久保町35-20

富田内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区藤棚町1-58-6

香取耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市西区藤棚町1-95-1-101

楠クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区楠町14-3 エクセルビル2階

ながともクリニック
14_神奈川

県
横浜市西区楠町7-1

医療法人社団木曜社 平沼クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区平沼1-32-13

コンフォート横浜クリニック
14_神奈川

県
横浜市西区平沼2-8-25

横浜相鉄ビル皮膚泌尿器科医院
14_神奈川

県
横浜市西区北幸1-11-5

横浜駅北幸眼科
14_神奈川

県
横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル5階
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高須クリニック横浜院
14_神奈川

県
横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル10F

横浜眼科医院
14_神奈川

県

横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル12

階

よこはまペインクリニック
14_神奈川

県
横浜市西区北幸2-10-50 北幸山田ビル8F

中野レディースクリニック
14_神奈川

県
横浜市西区北幸2-4-10 大明ビル2F

はぎもとクリニック
14_神奈川

県
横浜市西区北幸2-5-22 福井第二ビル3F

西川内科・胃腸科
14_神奈川

県
横浜市青葉区あざみ野1-26-6

甲斐整形外科
14_神奈川

県

横浜市青葉区あざみ野1-8-2 あざみ野メディ

カルプラザ1F

医療法人社団 緑十字クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区あざみ野2-19-10

医療法人社団 三和会 K・クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区あざみ野2-7-11

MAAC皮膚科
14_神奈川

県
横浜市青葉区あざみ野南 4-5-8

ほほえみあかちゃんこどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区あざみ野南4-5-2

松岡医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区しらとり台20-13

嶮山クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区すすき野3-1-10

たちばな台クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区たちばな台2-7-1

井出眼科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区つつじが丘36-11

原内科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区つつじが丘30-1

藤本内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区荏子田2-2-6 アドバンス・ビル

2F

ケセラスキンケアクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区荏子田2-2-8 アドバンスビル2F

まゆみ内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区荏田町234-1-1階
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徳岡クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区荏田町477

広瀬整形外科リウマチ科
14_神奈川

県
横浜市青葉区荏田北1-2-1 platform102

ペインクリニック北山医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区荏田北3-1-4 1階

江田きむら耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市青葉区荏田北3-7-35 SKメディカルプ

ラザ 3F

えのきがおか内科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区榎が丘11-3

いまむらメディカルクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区榎が丘1-5 青木ビル4階

青葉台たけだ整形外科
14_神奈川

県
横浜市青葉区榎が丘1-9 青葉台由樹ビル3階

あかね台さの内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区恩田町1779-1-1

池田医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区恩田町3032-12

横濱もえぎ野クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区柿の木台4-7

桂台内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区桂台1-21-6

医療法人社団 博慈会 青葉さわい病院
14_神奈川

県
横浜市青葉区元石川町4300

医療法人 聖育会 カク小児クリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区黒須田33-5 タウンコートあざみ

野1F

市ヶ尾眼科
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町1054-4 秦野ビル2階

医療法人社団 西山内科皮膚科クリニッ

ク

14_神奈川

県

横浜市青葉区市ケ尾町1062-5 グランドハイツ

森1階

市が尾整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町1063-12-101

市が尾ペインクリニック内科
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町1063-3-201

医療法人 杉原クリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区市ケ尾町1154-2 東急ドエル市が

尾プラザビル1F

西山耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市青葉区市ケ尾町1156-11 アビタシオン

市ヶ尾1F
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井上小児科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町1167-1

きくち内科
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町1167-1

松本クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区市ケ尾町518-1-101

若草台内科眼科外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区若草台4-16

横田内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区松風台13-5 ライムライト松風台

3

はやし小児科医院
14_神奈川

県

横浜市青葉区松風台13-5 ライムライト松風台

3

たざわ耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区上谷本町723-1 みたけ台クリ

ニックタウンB棟2F

医療法人社団ゆうあい会  土屋記念ク

リニック

14_神奈川

県
横浜市青葉区新石川1-9-8 アイケービル1階

テラス内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区新石川2-1-15 リンクプラザ3階

たまプラーザ南口耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市青葉区新石川2-4-16

たまプラーザ南口眼科
14_神奈川

県

横浜市青葉区新石川2-4-16 たまプラ南口メ

ディカルセンター3階

たかはしハートクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区新石川2-4-16-3F

医療法人産婦人科クリニックさくら
14_神奈川

県
横浜市青葉区新石川2-9-3

山本皮フ科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区新石川3-15-16 TMIビルB1F

新妻医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台1-13-2

朝比奈耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台1-13-5

横浜青葉台クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台1-19-35

医) 清水内科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台1-28-2

青葉台駅前眼科
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台1-6-13 ケントロンビル2F
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岩井皮フ科
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台1-6-14 青葉台日興ビル5F

青葉台ようこ皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台2-3-16 デイライトビル2F

佐川耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区青葉台2-35-43

みみ・はな・のど はねだ耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市青葉区青葉台2-5-11 ケンシュウ第7ビ

ル2階

ふるた内科小児科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区鉄町57-1

はるの木こどもクリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区藤が丘1-14-49 横浜藤が丘NBI

ビル2A

上條整形外科皮膚科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘1-14-72

鈴木ペインクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘1-28-17 T-BOX 3F

ムラヤマ内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘1-28-17 T-BOX藤が丘3F

こうクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘1-28-17 T-BOX3F

はなわ小児科・内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘1-28-3

ワキタ産婦人科plus
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘2-31-20 2階

大越クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘2-4-3 藤が丘会館3F

かない小児科
14_神奈川

県
横浜市青葉区藤が丘2-6-9 2F

あい内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区奈良1丁目18-13 岩崎ビル1階

渡辺医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区奈良町1670-44

林内科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区奈良町1670-79

緑協和病院
14_神奈川

県
横浜市青葉区奈良町1802

菊池医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区梅が丘9-6
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うしく整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区美しが丘1-13-1

太田眼科医院
14_神奈川

県
横浜市青葉区美しが丘1-23-3

くつまこどもクリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区美しが丘2-14-4 KMビル2階

有本小児科内科
14_神奈川

県

横浜市青葉区美しが丘2-20-18 ドムス有本

101

桑原クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区美しが丘3-32-5

おおさこ心のクリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区美しが丘5-35-2 インペリアルM

ビル307

医療法人松田グループ 美しが丘クリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市青葉区美しが丘西2-6-23

医療法人松田グループ 松田クリニック
14_神奈川

県
横浜市青葉区美しが丘西2-6-3

てづか耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県

横浜市青葉区美しが丘西3-65-6 美しが丘西ク

リニックプラザS棟2階

ルーエ・メンタルクリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区岡津町597-7

板倉医院
14_神奈川

県
横浜市泉区上飯田町1107-1

くろしお整形外科
14_神奈川

県

横浜市泉区上飯田町938 いずみ中央クリニッ

クビル2F

ふくだ小児クリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区上飯田町938-1

林内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市泉区上飯田町938-1 いずみ中央クリ

ニックビル1F

湘南泉病院
14_神奈川

県
横浜市泉区新橋町1784番地

医療法人社団 鵬友会 新中川病院
14_神奈川

県
横浜市泉区池の谷3901番地

多和田レディースクリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区中田東3-16-6

うしみメンタルクリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区中田東3-16-6 アクアパレス中田2F

医療生協かながわ生活協同組合中田診

療所

14_神奈川

県
横浜市泉区中田東3-3-27
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小林内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区中田南2-2-2

應天堂内科中田町クリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区中田南3-6-1 希光ビル2F

ふれあいクリニック泉
14_神奈川

県
横浜市泉区中田南4-3-23

にしいクリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区弥生台20-24

村上耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市泉区弥生台25-1 弥生台石川ビル

やよい台クリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区弥生台51-12

山中クリニック
14_神奈川

県

横浜市泉区緑園3-2 相鉄・松本緑園都市共同

ビル201号

緑園都市耳鼻咽喉科 酒井医院
14_神奈川

県
横浜市泉区緑園4-1-2

緑園皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市泉区緑園6-2-2

カナイ眼科
14_神奈川

県
横浜市泉区和泉中央南1-10-37

戸塚共立リハビリテーション病院
14_神奈川

県
横浜市泉区和泉中央北1-40-34

くじらい耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市泉区和泉中央北2-2-27

立場医院
14_神奈川

県
横浜市泉区和泉中央北2-2-30

いずみ野整形外科
14_神奈川

県

横浜市泉区和泉町5617-1 サザンヒルズいずみ

野1F

安藤医院
14_神奈川

県

横浜市泉区和泉町6214-1 相鉄いずみ野駅北口

ビル2階

医療法人社団 塩田医院
14_神奈川

県
横浜市泉区和泉町6224-6

横浜いずみ台病院
14_神奈川

県
横浜市泉区和泉町7838

医療法人社団 岩田クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区伊勢佐木町5-129-14

医療法人社団 赤門会 赤門医院
14_神奈川

県
横浜市中区英町8番地
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横浜馬車道皮膚科・ペインクリニック
14_神奈川

県
横浜市中区海岸通5-25-2-24

桜井耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市中区吉浜町1-9 エトアール吉浜302号

三菱重工業 横浜製作所 本牧健康管理

室

14_神奈川

県
横浜市中区錦町12

本牧港湾診療所
14_神奈川

県
横浜市中区錦町5番地

元町アレルギー科小児科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区元町2-99 ジェイプラザ元町1階

公益財団法人 神奈川県結核予防会 か

ながわクリニック

14_神奈川

県
横浜市中区元浜町4-32

(医)真正会 新妻クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区根岸町3-176-39

一般社団法人横浜市医師会 横浜市救急

医療センター

14_神奈川

県

横浜市中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合セ

ンター1階

JCHO横浜中央病院
14_神奈川

県
横浜市中区山下町268

くまがい内科・脳神経内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区山下町30-1-302

元町レディースクリニック
14_神奈川

県

横浜市中区山下町37-8 グローリオタワー横浜

元町204-2

山崎医院
14_神奈川

県
横浜市中区山元町3-142

横浜掖済会病院
14_神奈川

県
横浜市中区山田町1番地2

医療法人社団 若葉会 古川耳鼻咽喉科

医院

14_神奈川

県
横浜市中区若葉町2丁目24-5 松井ビル2階

石川町内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区松影町1-3-7 ロックヒルズVlll3階

馬車道クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区常盤町5-66-2

かめのはしクリニック
14_神奈川

県
横浜市中区石川町3-108-1

医療法人社団 敬和会 平松整形外科ク

リニック

14_神奈川

県
横浜市中区千歳町1-2

臼井医院
14_神奈川

県
横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル2階
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まゆみ皮フ科クリニック
14_神奈川

県

横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレント17 

 7階

関内仲通りクリニック
14_神奈川

県

横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレントⅩ

Ⅶビル3F

医療法人 秀晃会 馬車道レディスクリ

ニック

14_神奈川

県

横浜市中区相生町4-65-3 馬車道メディカルス

クエア5F

馬車道さくらクリニック
14_神奈川

県
横浜市中区太田町6-73 2階

山手すずらん皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区大和町1-6-4

関谷クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区滝之上128

元町クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区竹之丸158-20

セルポートクリニック横浜
14_神奈川

県

横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレントⅢ 2

階

育愛会レディースクリニック
14_神奈川

県
横浜市中区日ノ出町1-75 2階

日ノ出町耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区日ノ出町1-200-207

山田整形外科
14_神奈川

県
横浜市中区日ノ出町1-200-208

宇津見眼科医院
14_神奈川

県
横浜市中区日ノ出町2-112

かねこ内科
14_神奈川

県
横浜市中区柏葉33番地

内科渡部医院
14_神奈川

県
横浜市中区麦田町2-52

医療法人 川俣クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区麦田町4-107

山手消化器・内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市中区麦田町4丁目102番3 ハーバルテラ

ス2階

横浜尾上町クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル9階

関内サンドウ内科医院
14_神奈川

県
横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル2F

秋山眼科医院
14_神奈川

県
横浜市中区尾上町3-28
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(医)慶博会 関内医院
14_神奈川

県
横浜市中区尾上町5-76

医療法人 裕清会 雨宮クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区尾上町5-76 明治屋尾上町ビル5F

カトレヤアイクリニック
14_神奈川

県
横浜市中区福富町東通1-1

粉川クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区弁天通4-53-1

岡田内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区蓬莱町1-1-3 belle関内301

鈴木内科診察室
14_神奈川

県
横浜市中区蓬莱町2-3-4

戸賀崎産婦人科
14_神奈川

県
横浜市中区蓬莱町2-6-14

イセザキ眼科医院
14_神奈川

県
横浜市中区蓬莱町3-110

大通り公園クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区蓬莱町3丁目113

医療法人 創祥会 小菅医院
14_神奈川

県
横浜市中区本郷町１-26

福島医院
14_神奈川

県
横浜市中区本郷町2-45

かりべクリニック
14_神奈川

県
横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビル2F

医療法人社団 豊葉会 本牧ベイサイド

クリニック

14_神奈川

県
横浜市中区本牧原1-22 ムラーラ本牧1F

みうら眼科
14_神奈川

県

横浜市中区本牧原19-1 ザ・レジデンス本牧横

浜ベイサイド201B

本牧病院
14_神奈川

県
横浜市中区本牧三之谷11-5

向山小児科医院
14_神奈川

県
横浜市中区本牧三之谷22-1

本牧病院付属クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区本牧三之谷8-9

山本内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区本牧町2-364

まつい内科医院
14_神奈川

県
横浜市中区野毛町1-11-1
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あきばクリニック
14_神奈川

県

横浜市中区野毛町3丁目160-4 ちぇるる野毛

2F

医療法人社団祐和会 大石クリニック
14_神奈川

県
横浜市中区弥生町4-41

北クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区栄町通3-35-10

佐々木病院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区下末吉1-13-8

済生会横浜市東部病院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区下末吉3-6-1

医療法人社団健志会 つるみクローバー

クリニック

14_神奈川

県
横浜市鶴見区下末吉6丁目3-25

横浜鶴見リハビリテーション病院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区下野谷町4-145-1

天野クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区岸谷1-17-7

医療法人 畑医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区市場西中町6-23

医療法人 芝山内科
14_神奈川

県
横浜市鶴見区市場大和町4-28

はたファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区市場東中町11-1

ほしの耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区市場富士見町11-17

宮本眼科
14_神奈川

県
横浜市鶴見区市場富士見町8-2

医療法人社団崇英会 冨士見クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区市場富士見町8-8

豊岡アイクリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区寺谷1-3-2

森山皮膚科
14_神奈川

県

横浜市鶴見区寺谷1-3-2 山田メディカルビル

301号

医療法人 朋山会 山田医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区寺谷1-3-2-1F

橋爪医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区寺谷2-13-7

公益財団法人 横浜勤労者福祉協会 梶

山診療所

14_神奈川

県
横浜市鶴見区上末吉5-22-16
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石井医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区生麦5-8-44

大関医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区潮田町1-37

古谷小児科
14_神奈川

県
横浜市鶴見区潮田町2-113-1

古谷整形外科
14_神奈川

県
横浜市鶴見区潮田町2-113-1

渡辺医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区潮田町3-133-2

小出内科・胃腸科
14_神奈川

県

横浜市鶴見区鶴見 1丁目11番17号 ベルシャム

TOK 1F

医療法人社団 望星会 鶴見西口病院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区鶴見1-12-31

小原クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区鶴見中央1-31-2-213

医療法人社団 三朋会 嶺整形外科クリ

ニック

14_神奈川

県
横浜市鶴見区鶴見中央1-6-8-2F

鶴見中央クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区鶴見中央3-1-27

医療法人社団 渡部クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区鶴見中央3-19-11

ちぐさ眼科医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区鶴見中央4-16-3

こばやし内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区東寺尾1-3-12

医療法人 平和会 平和病院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区東寺尾中台29-1

北台診療所
14_神奈川

県
横浜市鶴見区東寺尾北台7-8

田原小児科内科医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区馬場1-6-33

医療法人社団 古賀クリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区馬場7-30-1

横山皮膚科医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区平安町1-39-5

おおたわ消化器内科外科
14_神奈川

県
横浜市鶴見区豊岡町13-3 T.Iビル1階
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鶴見はまかぜクリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区豊岡町17-2 互省ビル3階

まりこの皮フ科
14_神奈川

県
横浜市鶴見区豊岡町3-25 木島ビル7階

津崎小児科
14_神奈川

県

横浜市鶴見区豊岡町38-32 ウェスチングハウ

スⅢ 1階

千葉整形外科リウマチ科医院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区豊岡町7-7

汐田総合病院
14_神奈川

県
横浜市鶴見区矢向1-6-20

須田診療所
14_神奈川

県
横浜市鶴見区矢向4-33-10

医療法人社団 桜英会 さくら診療所
14_神奈川

県
横浜市鶴見区矢向5-4-34

矢向ファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市鶴見区矢向5-6-22

すみれが丘クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区すみれが丘6-3

弘中内科小児科
14_神奈川

県
横浜市都筑区荏田東3-6-7

医療法人社団 平郁会 みんなの荏田ク

リニック

14_神奈川

県
横浜市都筑区荏田南3-29-21-2F

医療法人 諒生会 つちや眼科クリニッ

ク

14_神奈川

県

横浜市都筑区葛が谷15-30 フォーレストプラ

ザ2F

耳鼻咽喉科 葛が谷こまクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区葛が谷4-14

センター南脳神経外科クリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央1-2 センター南駅光

ビル4F

センター南GOTOクリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央1-2 センター南駅光

ビル4階

やすこレディースクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎中央17-26-201

港北ニュータウン診療所
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央17-26 ビクトリアセ

ンター南301

医療法人社団 おやま内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央19-1 タウンスクエア

2階

ちかかね皮膚科
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央26-1 エクレール横浜

2F
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クリニック医庵センター南
14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎中央40-3

CMポートクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎中央50-17-B1F

あすなろ整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎中央51-1

いなば耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央51-1 ベルヴィル茅ヶ

崎3F

センター南こどもクリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央51-1 ベルヴィル茅ヶ

崎3F

さねよし耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

横浜市都筑区茅ケ崎中央7-20 クリアドール2

階

センター南クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎中央8-36 松本ビルA201

医療法人社団 三井会 横浜つづき腎ク

リニック

14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎東4-7-4

荒井皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区茅ケ崎南 3-1-60

とのうちファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区見花山14-5 富士見が丘ビル2F

つづきの家診療所
14_神奈川

県
横浜市都筑区佐江戸町509-6

林医院
14_神奈川

県
横浜市都筑区勝田町1297

医療法人 松井会 松井クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区勝田町324-3

林クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区川和町104

川和クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区川和町995-5

港北メディカルクリニック(医療法人凰

和会)

14_神奈川

県
横浜市都筑区大棚町3001-8

医療法人社団 千歳会 キッズクリニッ

ク鴨居

14_神奈川

県

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜

1F

すみれ整形外科クリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜1

階

かもい女性総合クリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜

2F
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中川眼科
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川1-18-11 皆川ビル2F-C

なかがわ耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川1-19-23 大久保第5ビル1階

モザイクこどもクリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区中川1-31-1 モザイクモール港北

5F

港北整形外科
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川1-8-28

港北肛門クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川8-11-15

はまだ耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川中央1-2-1 2階

センター北 ねがみクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川中央1-33-19

田中彰レディスクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川中央1-37-9 TNKビル2F

グッドライフクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区中川中央1-39-44-203

仲町台駅前まつのぶクリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区仲町台1-2-20-202

医療法人 くまべ循環器内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市都筑区仲町台1-32-10 アーベイン仲町

台1F

仲町台さいとう整形外科
14_神奈川

県
横浜市都筑区仲町台1-34-3

なかまちだいおたべ小児科クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区仲町台1-9-8 プリーマ仲町台1F

ウェルケアはら脳神経内科
14_神奈川

県

横浜市都筑区仲町台5-1-9 仲町台ウェルケア

クリニックビル2F

おおくぼ小児科
14_神奈川

県
横浜市都筑区仲町台5-2-11

醫療法人 常盤会 森田クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区仲町台5-7-7 ボナージュ横浜2F

深見耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市都筑区南山田2-18-2

水野クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区南山田町4258

あおぞら皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区北山田1-9-3 エキニワ北山田1F
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医療法人 バンビーナ小児科
14_神奈川

県
横浜市都筑区北山田2-17-2 バンビーナ小児科

聖愛山下小児科クリニック
14_神奈川

県
横浜市都筑区北山田3-18-15

いどがや内科・糖尿病内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区井土ケ谷下町213 第2江洋ビル3階

湯山耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区井土ケ谷下町213 第二江洋ビル4階

カスヤ内科医院
14_神奈川

県

横浜市南区井土ケ谷下町218-2 ヴェルドミー

ル井土ヶ谷1F

サードアイ眼科
14_神奈川

県
横浜市南区井土ケ谷中町156

ウィメンズクリニック井土ヶ谷
14_神奈川

県

横浜市南区井土ケ谷中町161-6 グランデール

井土ヶ谷205

うらふね耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市南区浦舟町1-2-3 丸井ビル1F

はやし整形外科
14_神奈川

県
横浜市南区浦舟町3-34 2F

あかりクリニック
14_神奈川

県
横浜市南区浦舟町4-47-2-203

サラクリニック
14_神奈川

県
横浜市南区浦舟町4-47-2-302

うらふね脳外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区浦舟町4-50

南永田診療所
14_神奈川

県
横浜市南区永田みなみ台2-12-102

川田医院
14_神奈川

県
横浜市南区永田北3-14-3

金杉小児科内科医院
14_神奈川

県
横浜市南区永田北3-2-7

吉野町うちだ内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市南区吉野町1-1-6 ライオンズプラザ横

濱サウスステージ1階

まえざわ内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区吉野町3-7-17 横浜ベイクリウス4F

鳥山医院
14_神奈川

県
横浜市南区宮元町2-34

蒔田眼科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区宮元町2-37
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田中クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区宮元町4-91 山本ビル2階

医療法人 よなみね内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区共進町1-34 森ビル1F

いでい耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市南区弘明寺134 GMビル1F

医療法人社団 中本クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区弘明寺134 GMビル2F

ぐみょうじ泌尿器科
14_神奈川

県
横浜市南区弘明寺町字前田137-6

相原アレルギー科・小児科クリニック
14_神奈川

県

横浜市南区高根町3-17 ストーク大通り公園参

番館201号

一期会 山王クリニック
14_神奈川

県

横浜市南区山王町2-22 ル・ヴァン・スレーヴ

山王1F

吉野町眼科
14_神奈川

県
横浜市南区山王町4-26-3

南区休日急患診療所
14_神奈川

県
横浜市南区宿町4-76-1

村山クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区真金町1-7

あずま医院
14_神奈川

県
横浜市南区清水ケ丘1-21

清水ヶ丘病院
14_神奈川

県
横浜市南区清水ケ丘17

こがね町すこやかクリニック
14_神奈川

県
横浜市南区西中町2-31

横浜ひまわりクリニック
14_神奈川

県
横浜市南区西中町4-72

弘明寺内科
14_神奈川

県
横浜市南区大岡2-1-17 セレサ弘明寺101

大岡医院
14_神奈川

県
横浜市南区大岡2-13-15

根岸眼科医院
14_神奈川

県
横浜市南区大橋町3-64-6 NCビル1F

内田内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区中村町1-1-1

西山耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市南区中里1-11-19
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弘明クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区通町4-84 メルベイユ弘明寺2階

久保クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区南吉田町2-28-1階

医療法人 佐藤病院
14_神奈川

県
横浜市南区南太田1-10-3

医療法人社団 木下整形外科
14_神奈川

県
横浜市南区南太田1-23-13-1F

医療法人社団 賢真会 みうらクリニッ

ク

14_神奈川

県
横浜市南区南太田1-29-2 メゾンワイ1F

さいとう整形外科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区日枝町3-91-2

水野医院
14_神奈川

県
横浜市南区白金町1-9

医療法人社団 北浜医院
14_神奈川

県
横浜市南区別所3-8-3

井上耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市南区別所3-8-3

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニッ

ク

14_神奈川

県
横浜市南区六ツ川 1-81 FHCビル2F

六ツ川内科消化器内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区六ツ川1-39 小川ビル1階

清水医院
14_神奈川

県
横浜市南区六ツ川1-99-1

松橋皮膚科
14_神奈川

県
横浜市南区六ツ川3-76-3

みやじ小児科クリニック
14_神奈川

県
横浜市南区六ツ川3-86-5

田近医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷境木1-28

横浜保土ケ谷中央病院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区釜台町43番1号

保土ヶ谷クリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩井町11

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横

浜病院

14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩井町215

すずきクリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩井町32 柏木ビル2F
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栗林歯科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩井町334

宮川整形外科医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩間町1-4-1

宮川内科小児科医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩間町1-4-1 2階

天王町皮フ科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-2

医療法人社団 大和田医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩間町2-144

街のクリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区岩崎町6番1号

おやま内科消化器内科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区宮田町1-5-10-2F

川村クリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区権太坂1-52-14

冠木小児科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区狩場町464

篠崎医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区上星川3-15-5

上星川ファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区上星川3-2-10-202

うめもと整形外科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区新井町454-1 花田ビル1F

はせがわ内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区新井町454-1 花田ビル1F

吉田クリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区星川1-15-20

医)文光会 小泉クリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区星川1-4-5-1F

医療法人社団 青木整形外科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区星川2-15-12

けいあいクリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区西谷町1018-2

浅野医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区西谷町866

杉本皮膚科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区川辺町2-2
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天王町めぶきクリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区天王町2-38-3

丸山医院
14_神奈川

県

横浜市保土ケ谷区天王町2-42-2 天王町団地3-

102

東川島診療所
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区東川島町15-6

ゆずりはクリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区峰岡町1-13-1 津村ビル1階

藤井耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区峰岡町1-22-1

中村内科クリニック
14_神奈川

県

横浜市保土ケ谷区和田1-11-17 コートリーハ

ウス横濱和田町1F-101

小野江眼科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区帷子町1-12-101

あだち小児科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区帷子町1-14

浅井皮膚科クリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区帷子町1-14

周医院
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区帷子町1-33-1 内村ビル1F

保土ヶ谷あだちクリニック
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目17 YGY203

保土ヶ谷整形外科皮フ科
14_神奈川

県
横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目44 池田ビル2F

野村医院
14_神奈川

県
横浜市緑区いぶき野8-15

牧野記念病院
14_神奈川

県
横浜市緑区鴨居2-21-11

みよしクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区鴨居3-1-6  鴨居岩間ビル1F

医療法人社団 青葉会 牧野リハビリ

テーション病院

14_神奈川

県
横浜市緑区鴨居3-32-33

ししど内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区鴨居4-2-31

加茂皮フ科クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区鴨居4-3-15-105

かもいホームクリニック
14_神奈川

県

横浜市緑区鴨居4-3-15 チサンマンション鴨居

104号

280 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

鴨居病院
14_神奈川

県
横浜市緑区鴨居5-27-10

医療法人社団 元気会 横浜病院
14_神奈川

県
横浜市緑区寺山町729

セシル皮フ科クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区寺山町89番地 スクエア21 3階

医療法人社団 三喜会 横浜新緑総合病

院

14_神奈川

県
横浜市緑区十日市場町1726-7

みどりクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区十日市場町800-3 エテルナⅢ 3階

吉田医院
14_神奈川

県
横浜市緑区十日市場町802-1 田中ビル201

高津内科医院
14_神奈川

県

横浜市緑区十日市場町819-9 リトルバレー

101

医療法人 天友会 十日市場整形外科内

科医院

14_神奈川

県

横浜市緑区十日市場町849番地6 アドバンス第

5 1階 101

新緑ホームケアクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区十日市場町853-14

いのうち内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区十日市場町901-12

岩波胃腸科外科医院
14_神奈川

県
横浜市緑区青砥町1122

社会福祉法人 キャマラード みどりの

家診療所

14_神奈川

県
横浜市緑区青砥町220-1

さかたに小児科
14_神奈川

県
横浜市緑区台村町309-1

とおまファミリークリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区中山1-29-8

近藤産婦人科
14_神奈川

県
横浜市緑区中山1-3-10

池田耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
横浜市緑区中山1-6-1 ミヨシズシードビル603

緑メンタルクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区中山1-6-7

あおいクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区中山1-6-7 グレースメゾン1階 A

楠原医院
14_神奈川

県
横浜市緑区中山3-34-38
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横濱おなか診療所
14_神奈川

県
横浜市緑区中山4-1-8 ハイツ中山101-A

ほんだ眼科クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区中山4-31-23-1F

二宮整形外科
14_神奈川

県

横浜市緑区中山4-31-23 ル・チードビル203

号

あっぷりけキッズクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田4-11-14

あかおぎ内科リウマチクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田4-2-18-2F

⾧津田厚生総合病院
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田4-23-1

ながつた脳神経外科
14_神奈川

県

横浜市緑区⾧津田5-5-13 ⾧津田メディカルス

クエア6F

みなみ台内科クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田みなみ台4-4-4

ながつた緑の皮フ科・形成外科
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田みなみ台5-24-1-1F

ぽっけキッズクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田みなみ台6-24-13

医療法人社団 有仁会
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田町2733

医療法人社団 有仁会 島津メディカル

クリニック

14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田町2733

プラタナス産婦人科クリニックながつ

た

14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田町3162

西本クリニック緑
14_神奈川

県
横浜市緑区⾧津田町5293

横浜きりがおかマタニティクリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区霧が丘3-16-1

ちはら小児クリニック
14_神奈川

県
横浜市緑区霧が丘3-2-9

霧が丘整形外科皮フ科
14_神奈川

県
横浜市緑区霧が丘4-22-9

小林内科医院
14_神奈川

県
横浜市緑区霧が丘5-25-6

さつき町診療所
14_神奈川

県
海老名市さつき町1-21-101
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海老名市医師会 海老名市急患診療所
14_神奈川

県
海老名市さつき町41

大島クリニック
14_神奈川

県
海老名市河原口1-1-14

医療法人社団迪哲会 横山クリニック
14_神奈川

県
海老名市国分寺台5-13-1

喜望会 海老名中央医院
14_神奈川

県
海老名市国分南3-6-17

医療法人社団喜望会 海老名中央医院
14_神奈川

県
海老名市国分南3丁目6-17

のざわ小児科内科医院
14_神奈川

県
海老名市杉久保北4-13-14

海老名こじろう耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

海老名市中央1-19-33 海老名クリニックガー

デン1階

えびな整形外科
14_神奈川

県

海老名市中央1-19-33 海老名クリニックガー

デン2F

海老名呼吸器科クリニック
14_神奈川

県
海老名市中央3-3-1 5階

オアシス湘南病院
14_神奈川

県
海老名市中河内1227-1

オアシス湘南クリニック
14_神奈川

県
海老名市中河内1275

石坂整形外科クリニック
14_神奈川

県
海老名市中新田490-2

まなべ小児科クリニック
14_神奈川

県

海老名市東柏ケ谷3-13-6 さがみ野駅北口ビル

2F

さがみ野診療所
14_神奈川

県
海老名市東柏ケ谷3-17-31

新川さがみ野クリニック
14_神奈川

県
海老名市東柏ケ谷3-2-20

さがみ野内科・呼吸器クリニック
14_神奈川

県
海老名市東柏ケ谷4-12-4-2F

医療法人社団健仁会 さがみ野皮膚科
14_神奈川

県

海老名市東柏ケ谷三丁目13-6 さがみ野駅北口

ビル2F

ますだ産婦人科
14_神奈川

県
海老名市柏ケ谷1141

医療法人社団 医誠会 湘陽かしわ台病

院

14_神奈川

県
海老名市柏ケ谷584-2
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オハナ糖尿病内科クリニック
14_神奈川

県
海老名市柏ケ谷640-2-1F

深沢皮フ科
14_神奈川

県
鎌倉市梶原1-5-17  KIビル1F

あいクリニック
14_神奈川

県
鎌倉市玉縄1-1-5-106

鎌倉西口クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市御成町11-1 ⾧塚ビル4階

腰越中央医院
14_神奈川

県
鎌倉市腰越5-13-30

七里が浜診療所
14_神奈川

県
鎌倉市七里ガ浜東3-11-1

天本クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市手広3-14-8

泉水橋とうどうクリニック
14_神奈川

県
鎌倉市十二所6-1-2F

小林内科医院
14_神奈川

県
鎌倉市小町2-9-13

にしかま耳鼻咽喉科診療所
14_神奈川

県
鎌倉市西鎌倉1-2-10

ゆう内科・糖尿病クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船1-23-26 ニュー大船ビル1F

医療法人社団 浜田耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
鎌倉市大船1-23-31-2階

ほなみクリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船1-23-31 サトウビル2F

高井内科クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船1-26-27

大船静脈瘤クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船1-26-33 片岡ビル2F

田辺整形外科
14_神奈川

県
鎌倉市大船2-18-20

湘南おおふなクリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船2-25-2 セルアージュ鎌倉大船1F

大船こどもクリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船2-3-7

大船耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市大船2丁目18-24 森ビル2階
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しおのいり内科
14_神奈川

県
鎌倉市大船3-1-3 セイショウナン4F

はせ駅前耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
鎌倉市⾧谷2-16-3

湘南記念鎌倉クリニック
14_神奈川

県
鎌倉市笛田2-6-13 2階

池田整形外科
14_神奈川

県
鎌倉市由比ガ浜3-1-10

藤本小児科医院
14_神奈川

県
鎌倉市由比ガ浜3-11-16

医療法人 慈聖会 藤川整形外科
14_神奈川

県
茅ヶ崎市円蔵1-23-13

オリーブクリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市円蔵1365

ともの整形外科クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市円蔵2512-6

ゆみ眼科
14_神奈川

県
茅ヶ崎市元町6-5 3F

茅ヶ崎メディカルクリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市幸町5-8-201

かつまた小児クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市香川1-38-18

あらまき眼科
14_神奈川

県
茅ヶ崎市高田5-1-15

山崎耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
茅ヶ崎市高田5-2-3

湘南キッズクリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市今宿181-1

こどもクリニック松が丘
14_神奈川

県
茅ヶ崎市松が丘2-1-19

医療法人湘育会 おおえ内科クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市松林2-12-47

茅ヶ崎信愛クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市新栄町5-8

湘南東部総合病院
14_神奈川

県
茅ヶ崎市西久保500

しながわこどもクリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市東海岸南5-1-21
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西浜内科クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市南湖3-4-35

成田クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市南湖5-1-12

湘南リウマチ膠原病内科
14_神奈川

県
茅ヶ崎市美住町5-4

こずえ心療クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市浜見平17-13

真下医院
14_神奈川

県
茅ヶ崎市浜竹2丁目6番19号

佐藤医院
14_神奈川

県
茅ヶ崎市浜竹3-4-50

小杉クリニック
14_神奈川

県
茅ヶ崎市浜之郷952-95

えのもと耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
茅ヶ崎市平和町13-7

重田内科医院
14_神奈川

県
厚木市愛甲1-5-9 芦川ビル2F

愛甲クリニック
14_神奈川

県
厚木市愛甲1-8-8 富安ビル1 F

今岡医院
14_神奈川

県
厚木市愛甲西3-2-6

塩塚クリニック
14_神奈川

県
厚木市旭町1-27-5

新井医院
14_神奈川

県
厚木市旭町1-27-5 MSビル3F

塩塚小児科
14_神奈川

県
厚木市旭町2-12-15

かとうクリニック
14_神奈川

県
厚木市旭町4-1-6-1

三宅眼科医院
14_神奈川

県
厚木市栄町1-13-20

つぐ脳神経外科・頭痛クリニック
14_神奈川

県
厚木市温水西1-13-27

医療法人社団友城会 荻野クリニック
14_神奈川

県
厚木市下荻野1101-1-101

馬嶋医院
14_神奈川

県
厚木市下荻野1120
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厚木ハートケアクリニック
14_神奈川

県

厚木市下荻野1476-1 ソルローマ本厚木B号棟

1F

林医院
14_神奈川

県
厚木市下荻野421

医療法人社団 箕浦会 箕浦メディカル

クリニック

14_神奈川

県
厚木市関口823-1

医療法人社団 育映会 田島外科
14_神奈川

県
厚木市及川1-12-15

田中クリニック
14_神奈川

県
厚木市及川572

とみた小児科医院
14_神奈川

県
厚木市金田569-1

はせべ内科医院
14_神奈川

県
厚木市戸室1-32-3 3F

慶翔会 戸室耳鼻科
14_神奈川

県
厚木市戸室1-32-3 グレースビル

トレリス内科クリニック
14_神奈川

県
厚木市戸室5-31-1 アツギトレリスビル3階

もうえクリニック内科・呼吸器科
14_神奈川

県
厚木市妻田西3丁目13番地36

厚木胃腸科医院
14_神奈川

県
厚木市妻田南1-16-36

神奈川リハビリテーション病院
14_神奈川

県
厚木市七沢516

黄金井形成外科小児科クリニック
14_神奈川

県
厚木市七沢804

厚木佐藤病院
14_神奈川

県
厚木市小野759

医療法人弘徳会 愛光病院
14_神奈川

県
厚木市松枝2-7-1

亀田森の里病院
14_神奈川

県
厚木市森の里3-1-1

佐々木内科クリニック
14_神奈川

県
厚木市水引2-1-14

ふたば整形外科
14_神奈川

県
厚木市水引2-1-15

あつぎライフケアクリニック
14_神奈川

県
厚木市水引2-7-38 コスモビル305
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厚木整形外科
14_神奈川

県
厚木市泉町3-5 厚木フォーラムビル2階

東名厚木メディカルサテライトクリ

ニック

14_神奈川

県
厚木市船子224

東名厚木病院
14_神奈川

県
厚木市船子232

とうめい厚木クリニック
14_神奈川

県
厚木市船子237番地

かねこクリニック
14_神奈川

県

厚木市中町1-5-10 厚木ガーデンシティビル8

階

あつぎファミリークリニック
14_神奈川

県
厚木市中町1-6-7

有泉こどもクリニック
14_神奈川

県
厚木市中町2-13-16

石橋眼科
14_神奈川

県

厚木市中町2-2-1 小田急本厚木ミロード2、7

階

のじ脳神経外科・しびれクリニック
14_神奈川

県
厚木市中町3-12-16

山口胃腸科クリニック
14_神奈川

県
厚木市中町3-18-19 5F

仁厚会病院
14_神奈川

県
厚木市中町3-8-11

眼科松倉クリニック
14_神奈川

県
厚木市中町4-4-13 浅岡ビル1F

鳶尾診療所
14_神奈川

県
厚木市鳶尾2-25-2-106

峯崎整形外科
14_神奈川

県
厚木市飯山2120-6

内科小児科 窪田医院
14_神奈川

県
厚木市緑ヶ丘2丁目5番5号

医療法人社団SKYーNEX 鈴木内科クリ

ニック

14_神奈川

県
厚木市林3-6-38

神部医院
14_神奈川

県
高座郡寒川町宮山3035

医療法人社団 貴人会 くりはらメディ

カルクリニック

14_神奈川

県
座間市栗原1199-4

まきた眼科
14_神奈川

県
座間市広野台2-10-4 イオンモール座間2F
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社会医療法人ジャパンメディカルアラ

イアンス 座間総合病院

14_神奈川

県
座間市相武台1-50-1

医療法人社団 昌栄会 相武台病院
14_神奈川

県
座間市相武台1-9-7

馬來内科胃腸外科
14_神奈川

県
座間市相武台2-38-31

医療法人社団 慶晃会 永井整形外科
14_神奈川

県
座間市相模が丘1-25-1

いかり皮膚科クリニック
14_神奈川

県
座間市相模が丘2-39-29

鴇田医院
14_神奈川

県
座間市相模が丘3-53-10

塚原クリニック
14_神奈川

県

座間市相模が丘5-5-7 ブリリア小田急相模原

105

相模台病院
14_神奈川

県
座間市相模が丘6-24-28

相模台クリニック
14_神奈川

県
座間市相模が丘6-24-28

医療法人興生会  相模台病院
14_神奈川

県
座間市相模が丘6-24-28

座間耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
座間市入谷西3-19-23-1F

医療法人 宮本内科小児科
14_神奈川

県
座間市入谷東2-6-23

座間小児科診療所
14_神奈川

県
座間市立野台2-20-24

竹川胃腸科医院
14_神奈川

県
座間市立野台2-3-6

湘南葉山デイケアクリニック
14_神奈川

県
三浦郡葉山町一色1746-2

葉山ハートセンター
14_神奈川

県
三浦郡葉山町下山口1898-1

田中内科医院
14_神奈川

県
三浦市栄町7-11

にしやま小児科
14_神奈川

県
三浦市三崎町六合315-1

矢島内科医院
14_神奈川

県
三浦市天神町9-16
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飯島医院
14_神奈川

県
三浦市東岡町10-1

みなみ湘南医院
14_神奈川

県
三浦市南下浦町上宮田1528-102

徳山診療所
14_神奈川

県
三浦市南下浦町上宮田2785-1

桜井眼科医院
14_神奈川

県
三浦市南下浦町上宮田3291-3

クリニック油壷
14_神奈川

県
三浦市尾上町18番

医療法人 小林病院
14_神奈川

県
小田原市栄町1-14-18

医療法人 司絆生 吉田クリニック
14_神奈川

県
小田原市栄町1-14-41 音羽プラーザビル1階

医療法人 邦友会 小田原新幹線クリ

ニック

14_神奈川

県
小田原市栄町1-14-48

おだわら泌尿器科・内科クリニック
14_神奈川

県
小田原市栄町1-18-29

おだわら脳神経外科クリニック
14_神奈川

県
小田原市栄町1-9-10

医療法人 けやき会 安間医院
14_神奈川

県
小田原市栄町2-7-18

岡宮産婦人科医院
14_神奈川

県
小田原市栄町3-10-19

(医)雨宮内科医院
14_神奈川

県
小田原市栄町3-15-20

医療法人社団 唐木整形外科
14_神奈川

県
小田原市鴨宮162

医療法人社団 三暉会 永井病院
14_神奈川

県
小田原市鴨宮219-5

村田医院
14_神奈川

県
小田原市栢山473

久野銀座クリニック
14_神奈川

県
小田原市久野469-2F

小田原市立病院
14_神奈川

県
小田原市久野46番地

近藤整形外科クリニック
14_神奈川

県
小田原市久野766-4
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医療法人 武井内科医院
14_神奈川

県
小田原市国府津4-3-19

杏林堂クリニック
14_神奈川

県
小田原市酒匂3-9-12

清水内科クリニック
14_神奈川

県
小田原市寿町2-7-6

竹田整形外科クリニック
14_神奈川

県
小田原市城山1-6-22

小田原レディスクリニック
14_神奈川

県
小田原市城山2-1-5

松山レディースクリニック
14_神奈川

県
小田原市城山3-22-9

ファミリークリニック“悠久”
14_神奈川

県
小田原市成田462-1

遠藤クリニック
14_神奈川

県
小田原市西大友503

しみず扇町クリニック
14_神奈川

県
小田原市扇町3-13-15

医療法人 高見澤クリニック
14_神奈川

県
小田原市扇町3-16-16

医療法人 仁知会 吉田整形外科医院
14_神奈川

県
小田原市扇町4-7-15

釼持整形外科
14_神奈川

県
小田原市扇町5-12-10

扇町しらさぎ内科クリニック
14_神奈川

県
小田原市扇町5-26-8

公益財団法人 積善会 曽我病院
14_神奈川

県
小田原市曽我岸148

医療法人社団 富田医院
14_神奈川

県
小田原市曽我別所777-6

特定医療法人 清輝会 国府津病院
14_神奈川

県
小田原市田島125番地

あすなろクリニック
14_神奈川

県
小田原市南鴨宮3-18-13

かものみや耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
小田原市南鴨宮3-33-16

医療法人 社団湘風会 湘南こつこつク

リニック

14_神奈川

県
小田原市南鴨宮3-40-1
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医療法人社団 平原眼科クリニック
14_神奈川

県
小田原市南鴨宮3-44-3

医療法人 山田クリニック
14_神奈川

県
小田原市板橋86-3

日下部皮膚科医院
14_神奈川

県
小田原市板橋91

川上医院
14_神奈川

県
小田原市飯田岡371-1

浜町小児科医院
14_神奈川

県
小田原市浜町1-14-3

医療法人 恵愛会 仁天堂医院
14_神奈川

県
小田原市浜町1-4-15

菊地医院
14_神奈川

県
小田原市浜町2-1-13

かみやまアレルギー科小児科クリニッ

ク

14_神奈川

県
小田原市浜町3-11-5

山口耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
小田原市浜町3-12-1

横田小児科医院
14_神奈川

県
小田原市北ノ窪515-3

耳鼻咽喉科 濱田医院
14_神奈川

県
小田原市本町1-4-10

医療法人社団 綾和会 間中病院
14_神奈川

県
小田原市本町4-1-26

小田原循環器病院
14_神奈川

県
小田原市矢作296-1

螢田診療所
14_神奈川

県
小田原市蓮正寺310

秦野中央眼科
14_神奈川

県
秦野市栄町5-23

秦野北クリニック
14_神奈川

県
秦野市戸川605

川口医院
14_神奈川

県
秦野市幸町4-4

医療法人社団 山口内科循環器科
14_神奈川

県
秦野市今泉359

一般社団法人 秦野伊勢原医師会 秦野

市休日夜間急患診療所

14_神奈川

県
秦野市曽屋11番地
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すずきこどもクリニック
14_神奈川

県
秦野市大秦町1-8

さいとうクリニック
14_神奈川

県
秦野市大秦町1-8 トミービル3階

正山内科クリニック
14_神奈川

県
秦野市鶴巻北1-1-5 産興鶴巻ビル202

鶴巻温泉病院
14_神奈川

県
秦野市鶴巻北1-16-1

中村医院
14_神奈川

県
秦野市鶴巻北1-22-10

丸山クリニック
14_神奈川

県
秦野市鶴巻北2-2-25

鶴巻ブレストクリニック
14_神奈川

県
秦野市鶴巻北2丁目2番25号 メプレスビル 3F

医療法人社団 仁輪会 くず葉台病院
14_神奈川

県
秦野市東田原字九沢340

医療法人社団 松和会 望星大根クリ

ニック

14_神奈川

県
秦野市南矢名1-11-28

いわがき小児科医院
14_神奈川

県
秦野市南矢名4丁目5-14

亀崎医院
14_神奈川

県
秦野市入船町2-8

秦野駅南口診療所
14_神奈川

県
秦野市尾尻940-5

医療法人 丹沢病院
14_神奈川

県
秦野市堀山下557

いいぬまクリニック
14_神奈川

県
秦野市堀川175-4

西本耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
秦野市柳町1-21

古閑医院
14_神奈川

県
秦野市柳町1-4-12

はだの南レディスクリニック
14_神奈川

県
秦野市立野台1-2-3

逗子病院
14_神奈川

県
逗子市桜山4-1-20

土田産婦人科内科
14_神奈川

県
逗子市桜山4-6-3
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秋間医院
14_神奈川

県
逗子市桜山8-5-13

湘南記念小坪クリニック
14_神奈川

県
逗子市小坪3-2-1

鈴木耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
逗子市逗子1-10-4

なぎさ眼科
14_神奈川

県
逗子市逗子1-2-15 サングレイス逗子2階

若林クリニック
14_神奈川

県
逗子市逗子5-11-3

佐久間こどもクリニック
14_神奈川

県
逗子市逗子6-4-3

宮前つばさクリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区宮崎6-9-5-2階

宮前平グリーンハイツ診療所
14_神奈川

県
川崎市宮前区けやき平1-16-209

宮崎台ささもと眼科
14_神奈川

県

川崎市宮前区宮崎 2-9-3 メゾン・ド・バッハ

2FーA

どんぐりクリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区宮崎1-8-21

ふたば内科眼科糖尿病クリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区宮崎2-10-22階

宮崎台耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
川崎市宮前区宮崎2-10-8 トラペズ宮崎台2階

クリニックのびのびキッズピア
14_神奈川

県
川崎市宮前区宮前平2-15-3 ダイチビル201

五所塚診療所
14_神奈川

県
川崎市宮前区五所塚1-21-4

キッズクリニック鷺沼
14_神奈川

県
川崎市宮前区鷺沼1-18-10 フレンドベース3F

サギヌマ耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
川崎市宮前区鷺沼1-9-20

サギヌマ眼科
14_神奈川

県
川崎市宮前区鷺沼1-9-20-2F

さぎぬまクボタ眼科
14_神奈川

県

川崎市宮前区小台1-17-5 サンマンション鷺沼

1F

宮前平トレイン耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

川崎市宮前区小台2-6-6 宮前平メディカル

モール3F
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宮前いとうクリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区菅生2-1-6

つじ耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区土橋3-3-1 ドゥーエアコルデ203

宮前平いわなみ眼科
14_神奈川

県

川崎市宮前区土橋7-1-3 メディカルプラザ宮

前区役所前2F

森島小児科内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区東有馬3-15-10

菅野耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
川崎市宮前区東有馬3-5-29

SOL整形外科スポーツクリニック
14_神奈川

県

川崎市宮前区東有馬5-1-2 メディカルプラザ

D2F3F

小野田医院
14_神奈川

県
川崎市宮前区馬絹6-22-14 第1ケーエービル

山本内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区白幡台1-9-10

風の道クリニック
14_神奈川

県
川崎市宮前区野川3134-5

薄井胃腸科外科
14_神奈川

県
川崎市宮前区有馬1-1-18

鷺沼診療所
14_神奈川

県
川崎市宮前区有馬1-22-16

藤岡耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
川崎市幸区下平間111番地

関口医院
14_神奈川

県
川崎市幸区古市場1-21

川崎セツルメント診療所
14_神奈川

県
川崎市幸区古市場2-67

さいわい整形外科
14_神奈川

県
川崎市幸区戸手1-2-1 みゆきコーポラス1F

橋爪医院
14_神奈川

県
川崎市幸区戸手2-3-12

植村内科医院
14_神奈川

県
川崎市幸区戸手本町1-15-2-1F

医療法人社団 青木整形外科
14_神奈川

県
川崎市幸区幸町4-18

医療法人社団 育成会 鹿島田病院
14_神奈川

県
川崎市幸区鹿島田1-21-20
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医療法人社団 はとりクリニック
14_神奈川

県
川崎市幸区鹿島田1-8-33-3F

医療法人 元徳会 佐々木内科クリニッ

ク

14_神奈川

県
川崎市幸区小向町3番21号

医療法人社団 パークシティ・クリニッ

ク

14_神奈川

県

川崎市幸区小倉1-1 パークシティ新川崎クリ

ニック棟217

ゆみメディカルクリニック
14_神奈川

県
川崎市幸区中幸町1-18-5-2F

山田小児科医院
14_神奈川

県
川崎市幸区塚越1-121

南加瀬ファミリークリニック
14_神奈川

県
川崎市幸区南加瀬2-6-8-2F

かい小児科内科耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
川崎市幸区南加瀬3-25-1

うちやま南加瀬クリニック
14_神奈川

県

川崎市幸区南加瀬3-5-3 トキワクリニックビ

ル2階

けいクリニック
14_神奈川

県
川崎市幸区南幸町3-104 中川ビル3F

高橋クリニック
14_神奈川

県
川崎市幸区北加瀬2-7-20

渡辺クリニック
14_神奈川

県
川崎市高津区下作延2-9-10

医療法人社団こぐれ木暮クリニック
14_神奈川

県
川崎市高津区下作延2-4-3

メディクスクリニック溝の口
14_神奈川

県
川崎市高津区下作延5-11-12

内田内科
14_神奈川

県

川崎市高津区久地4-24-30 グリーンスクエア 

002

かわごえ眼科
14_神奈川

県
川崎市高津区久本2-5-1 イースト溝の口1F

溝の口慶友クリニック
14_神奈川

県

川崎市高津区久本3-1-31 U-LAND溝ノ口ビル

4F

みぞのくちファミリークリニック
14_神奈川

県
川崎市高津区久本3-14-1

レディースクリニック溝の口
14_神奈川

県
川崎市高津区久本3-3-3-203

医療法人 誠嶺会 伊藤医院
14_神奈川

県
川崎市高津区久末1894
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渡部産婦人科医院
14_神奈川

県
川崎市高津区久末1933

溝の口クリニック
14_神奈川

県
川崎市高津区溝口1-12-20-2F

洲之内内科
14_神奈川

県
川崎市高津区溝口1-13-16-102

総合高津中央病院
14_神奈川

県
川崎市高津区溝口1-16-7

安藤整形外科
14_神奈川

県
川崎市高津区溝口1-5-2

耳鼻咽喉科山口医院
14_神奈川

県
川崎市高津区溝口1-6-3

住永クリニック
14_神奈川

県
川崎市高津区溝口2-6-26 アズマヤ栄橋ビル2F

かわかみ小児科クリニック
14_神奈川

県

川崎市高津区子母口497-2 子母口クリニック

モール2階

早雲会 介護老人保健施設 たかつ
14_神奈川

県
川崎市高津区子母口498-2

山本医院
14_神奈川

県
川崎市高津区子母口728-4

片倉病院
14_神奈川

県
川崎市高津区新作4-11-16

医)三知会 新城・新作こどもクリニッ

ク

14_神奈川

県
川崎市高津区新作4丁目12-6 FMビル2階

桐村医院
14_神奈川

県
川崎市高津区千年200-5

稲毛眼科医院
14_神奈川

県
川崎市高津区千年641-7 SKビル1階

梶ヶ谷耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

川崎市高津区末⾧1-40-1-103  姿見台スカイ

ハイツ

山本整形外科医院
14_神奈川

県
川崎市高津区末⾧1-8-20

小田切眼科医院
14_神奈川

県
川崎市高津区末⾧3-12-6

大塚眼科クリニック
14_神奈川

県

川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワーリ

バーク7F

医療法人社団 阿部医院
14_神奈川

県
川崎市川崎区貝塚1-9-10
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黒坂医院
14_神奈川

県
川崎市川崎区京町2-8-17

慶友会第一病院
14_神奈川

県
川崎市川崎区元木2-7-2

港町つばさクリニック
14_神奈川

県
川崎市川崎区港町5-2-104

日本鋼管病院
14_神奈川

県
川崎市川崎区鋼管通1-2-1

こうかんクリニック
14_神奈川

県
川崎市川崎区鋼管通1-2-3

稲葉医院
14_神奈川

県
川崎市川崎区砂子1-5-22

川崎沼田クリニック
14_神奈川

県
川崎市川崎区砂子2-11-20-402

野末整形外科歯科内科
14_神奈川

県
川崎市川崎区小田5-1-3

熊谷医院
14_神奈川

県
川崎市川崎区小田5-28-15

医療法人 誠医会 宮川病院
14_神奈川

県
川崎市川崎区大師駅前2-13-13

花田内科胃腸科医院
14_神奈川

県
川崎市川崎区大島4-16-1

なかじまクリニック
14_神奈川

県
川崎市川崎区中島3-9-9

AOI国際病院 健康管理センター
14_神奈川

県
川崎市川崎区田町2-9-1 4F

慶友会第一クリニック
14_神奈川

県
川崎市川崎区渡田新町2-3-5

東扇島診療所
14_神奈川

県
川崎市川崎区東扇島78

門前外科医院
14_神奈川

県
川崎市川崎区東門前1-14-4

馬嶋病院
14_神奈川

県
川崎市川崎区日進町24-15

川崎市立多摩病院(指定管理者 学校法

人聖マリアンナ医科大学)

14_神奈川

県
川崎市多摩区宿河原1-30-37

医療法人社団 慶晃会 大串仁愛整形外

科

14_神奈川

県
川崎市多摩区宿河原2-30-4 ジーエス向ヶ丘1F
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まつもと小児クリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区菅1-2-31

稲田堤メディカルクリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区菅2-15-5

清水小児科クリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区菅6-13-20

あいクリニック産婦人科・小児科
14_神奈川

県
川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

大倉消化器科外科クリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区菅仙谷4-1-5

ことぶきクリニック
14_神奈川

県

川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 よみうりランドク

リニックモール3階

医療法人社団九折会 中村クリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区生田6-6-5 カーサピノ1F

宮部耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
川崎市多摩区生田7-2-7

医療法人景眞会 高山整形外科
14_神奈川

県
川崎市多摩区西生田3-9-30 ヤマダビル2F

中野島糖尿病クリニック
14_神奈川

県

川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島駅前メディ

カルヴィレッジA 2F

中野島たきぐち耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

川崎市多摩区中野島3-13-8 中野島駅前メディ

カルヴィレッジA101

木村耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

川崎市多摩区中野島6丁目26-1 フジヨシハイ

ム2F

たまふれあいクリニック
14_神奈川

県

川崎市多摩区登戸1763 ライフガーデン向ケ丘

2階

公文内科クリニック
14_神奈川

県

川崎市多摩区登戸1792-2 アムクレスト向ヶ丘

1F

医療法人社団 慶晃会 大串整形外科
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸1801-1 瑞穂第一ビル2F

たま耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸1842 M’s core1F

医療法人社団 慶晃会 ちひろ皮膚科ク

リニック

14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸1889-4 フローラル登戸1F

吉田内科
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸2710-6-202

医療法人 慶神会 武田病院
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸3193
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桜クリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸3292

藤井整形外科
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸3375-1 第2TSSビル2F

やまもとクリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区登戸新町404

須田メディカルクリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区南生田4-20-2

五十嵐レディースクリニック
14_神奈川

県
川崎市多摩区南生田4-6-6-1F

大森医院
14_神奈川

県
川崎市多摩区南生田7-20-21

前田医院
14_神奈川

県
川崎市多摩区布田10-8

武蔵中原むかいだ整形外科
14_神奈川

県
川崎市中原区6-26-3 パルムコート2階

すずき耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区井田1-36-3

川崎市立井田病院
14_神奈川

県
川崎市中原区井田2-27-1

竹本小児科医院
14_神奈川

県
川崎市中原区井田杉山町13-48

島脳神経外科整形外科医院
14_神奈川

県
川崎市中原区井田杉山町29-10

漆原眼科クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区井田中ノ町21-11

むさし整形外科
14_神奈川

県

川崎市中原区下小田中2-1-31 中原クリニック

ビル2階

田中耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県

川崎市中原区下小田中2-4-29 ドバダナウ弐番

館1F

すずむらクリニック
14_神奈川

県

川崎市中原区下小田中3-31-1 フェニックス

コート1階

たむらクリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区今井西町12-14

田口小児科医院
14_神奈川

県
川崎市中原区今井仲町10-18

武蔵小杉おさだ内科
14_神奈川

県

川崎市中原区市ノ坪449-3 シティタワー武蔵

小杉2F
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はりまや耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
川崎市中原区小杉町1-403-1F

柴﨑整形外科
14_神奈川

県
川崎市中原区小杉町1-529-15

武蔵小杉 森のこどもクリニック小児

科・皮膚科

14_神奈川

県

川崎市中原区小杉町2-228-1 パークシティ武

蔵小杉 ザ ガーデンタワーズウエスト1F

むらた内科クリニック
14_神奈川

県

川崎市中原区小杉町3-1501 セントア武蔵小杉

A棟1F

こすぎ耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県

川崎市中原区小杉町3-1501-1 セントア武蔵小

杉A棟3階

ひまわり小児科
14_神奈川

県

川崎市中原区小杉町3-1501-1 セントア武蔵小

杉A棟3階

みのわ耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

川崎市中原区小杉町3-257-4 小杉第2山協ビル

2階

聖マリアンナ医科大学 東横病院
14_神奈川

県
川崎市中原区小杉町3-435

加藤順クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区小杉町3-441-1,2F

医療法人社団 慶晃会 池田整形外科
14_神奈川

県

川崎市中原区上小田中3-23-34 メディ中原ビ

ル1F

ポプラメディカルクリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区上小田中3-29-2

ふじむら耳鼻咽喉科
14_神奈川

県

川崎市中原区上新城2-11-29 武蔵新城メディ

カルビル2F

おばな内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区上新城2-4-8

さこう眼科
14_神奈川

県

川崎市中原区新丸子東3-1302 ららテラス 武

蔵小杉4F

武蔵小杉ハートクリニック
14_神奈川

県

川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKファースト

ビル1F

宮崎医院
14_神奈川

県
川崎市中原区新城3-13-8

医療法人 中島医院
14_神奈川

県
川崎市中原区新城3-5-1

回生医院
14_神奈川

県
川崎市中原区新城中町2-10

野口クリニック
14_神奈川

県

川崎市中原区西加瀬16-10 メディカルプレイ

ス元住吉
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亀谷内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区中丸子361

元住吉レディースクリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区木月1-30-17

みやぎ内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区木月3-25-10

もくぼ内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市中原区木月住吉町2-25

はるひ野内科クリニック
14_神奈川

県

川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野メディ

カルヴィレッジA棟1F

医療法人社団晃進会 たま日吉台病院
14_神奈川

県
川崎市麻生区王禅寺1105

新ゆり内科
14_神奈川

県
川崎市麻生区王禅寺西4-3-8

ごみぶちクリニック
14_神奈川

県
川崎市麻生区王禅寺西5-1-30-1B

百合が丘すみれクリニック
14_神奈川

県
川崎市麻生区細山2-8-7-1F

柿生眼科
14_神奈川

県

川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急アコルデ新

百合ヶ丘5階

こにし・もりざね眼科
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生1-3-2 壱番館ビル7階

新ゆり整形外科
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生1-3-5 ドレイクビル2F

クロキ形成外科クリニック
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生1-9-10

小林内科医院
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生1-9-10

鈴木耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生5-38-5

ユミカ内科小児科ファミリークリニッ

ク

14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生5-40-1

麻生リハビリ総合病院
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生6-23-50

医療法人社団総生会 麻生総合病院
14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生6-25-1

医)斎仁会 かきお駅前さいとうクリ

ニック

14_神奈川

県
川崎市麻生区上麻生6-39-35-1F
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玉川内科クリニック
14_神奈川

県
川崎市麻生区白山4-1-1-119

医療法人社団すこやか すこやかこども

クリニック

14_神奈川

県

川崎市麻生区白鳥3-5-2 ガーデンヒルズ白鳥

1F

百合ヶ丘駅前クリニック
14_神奈川

県
川崎市麻生区百合丘1-2-1

しもやま こども クリニック
14_神奈川

県
川崎市麻生区百合丘1-5-4 米山ビル1F

新百合ヶ丘スマイルメンタルクリニッ

ク

14_神奈川

県
川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモール4階

新ゆり山手通りこどもクリニック
14_神奈川

県

川崎市麻生区万福寺6-7-2 メディカルモリノ

ビル2F

しんゆり青木整形外科
14_神奈川

県

川崎市麻生区万福寺6-7-2 メディカルモリノ

ビル2階

青木眼科
14_神奈川

県
相模原市相模大野3-17-21 川井ビル2F

箕岡医院
14_神奈川

県
相模原市中央区横山3-10-5

さがみリハビリテーション病院
14_神奈川

県
相模原市中央区下九沢54-2

医療法人社団 諒和会 松崎医院
14_神奈川

県
相模原市中央区光が丘3-7-6

もろほし整形外科クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区鹿沼台2-10-16 第3SKビル1F

尾形内科循環器科
14_神奈川

県
相模原市中央区鹿沼台2-11-5

ソフィア レディス クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区鹿沼台2-12-2

ましも腎・泌尿器クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区鹿沼台2-21-12

かんの耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県

相模原市中央区鹿沼台2-21-12 パークサイド

ビル1F

岩久内科クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区上溝6-11-12

千代田クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区千代田4-4-10

やまうち医院
14_神奈川

県

相模原市中央区千代田6丁目1-18 HB Forest 2

階
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おち耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
相模原市中央区相模原1-1-19 相模原its2F

にいの整形外科
14_神奈川

県

相模原市中央区相模原3-12-9 パーシモンビル

2・3F

かながわ循環器内科
14_神奈川

県
相模原市中央区相模原3-6-6

医療法人ぶばりあ いずみレディースク

リニック

14_神奈川

県

相模原市中央区相模原5-7-20 エバーグリーン

ホームズ2F-C

相模原クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区相模原7-5-5

けい産婦人科クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区田名1744-1

田名整形外科クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区田名1953

宮田医院
14_神奈川

県
相模原市中央区田名5450-3

うめざわクリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区田名塩田2-16-33

永松眼科クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区南橋本1-17-17

葉梨レディースクリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区南橋本1-17-17

あさばクリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区南橋本1-5-19

半沢クリニック
14_神奈川

県

相模原市中央区淵野辺1-10-13 ライオンズマ

ンション102

新田医院
14_神奈川

県
相模原市中央区淵野辺4-17-16-2F

遠藤クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区由野台1-23-7

角中(かくなか)クリニック
14_神奈川

県
相模原市中央区緑が丘1-21-14

医療法人社団 恵翠会 林レディースク

リニック

14_神奈川

県
相模原市中央区緑が丘2-28-5

竹村クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区旭町23-13

細田クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区鵜野森1-29-8
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保坂クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区古淵1-15-10

古渕駅前レディースクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区古淵2-16-1 セントラル喜和2F

前原整形外科
14_神奈川

県
相模原市南区古淵2-16-1 セントラル喜和2階

宮崎クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区古淵3-18-13

独立行政法人 国立病院機構 相模原病

院

14_神奈川

県
相模原市南区桜台18-1

佐藤医院
14_神奈川

県
相模原市南区若松4丁目17番18号

田中眼科医院
14_神奈川

県
相模原市南区松が枝町19-10-2F

佃医院
14_神奈川

県
相模原市南区上鶴間5-4-12

大山小児科
14_神奈川

県
相模原市南区上鶴間本町2-10-11

あおき整形外科
14_神奈川

県

相模原市南区上鶴間本町4-48-24 相模大野メ

ディカルヴィレッジA棟

小松会病院
14_神奈川

県
相模原市南区新磯野2337

グリーンパーク内科クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区新磯野4-5-6-2

滝島医院
14_神奈川

県
相模原市南区相南1-17-27

山内クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区相武台1-17-7

大木皮ふ科クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区相模大野3-11-9 藤ビル3F

まはろクリニック
14_神奈川

県

相模原市南区相模大野3-15-20 LOC'S 

SAGAMI-ONO A棟 1F

相模大野こどもクリニック
14_神奈川

県

相模原市南区相模大野3-3-1 ボーノ相模大野

サウスモール4F

あまのクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区相模大野5-18-2

もみやま耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
相模原市南区相模大野5-27-1
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正木クリニック相模大野
14_神奈川

県
相模原市南区相模大野6-15-18

パークスクエアクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区相模大野7-35-1

どんぐりこどもクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区大野台7-10-7

東大沼内科クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区東大沼1-12-43

医療法人社団 角張医院
14_神奈川

県
相模原市南区東林間3-16-14

森下記念病院
14_神奈川

県
相模原市南区東林間4-2-18

泉家メディカルクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区東林間4-9-6

やまもとクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区東林間5-13-8

林間こどもクリニック
14_神奈川

県
相模原市南区東林間7-1-1

おださが小児アレルギー科
14_神奈川

県
相模原市南区南台5-11-19 3F

医療法人社団 さがみ整形外科
14_神奈川

県
相模原市南区南台5-12-28

南台医院
14_神奈川

県
相模原市南区南台5-12-30

ペアナードオダサガはやしクリニック
14_神奈川

県

相模原市南区南台5-11-19 ペアナードオダサ

ガ302号室

小原医院
14_神奈川

県
相模原市南区南台6-17-4

油井クリニック
14_神奈川

県
相模原市南区豊町16-5

黒河内病院
14_神奈川

県
相模原市南区豊町17-36

矢吹整形外科
14_神奈川

県
相模原市緑区2-48-18

下九沢内科クリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区下九沢1381-1 第15明智ビル105

橋本こころのクリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区橋本2-22-4
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眼科まゆみクリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区橋本2-4-7 KTSビル201

JA神奈川県厚生連 相模原協同病院
14_神奈川

県
相模原市緑区橋本2-8-18

しなだ呼吸器循環器クリニック
14_神奈川

県

相模原市緑区橋本3-14-1 橋本メディカルビル

2F

ねもとアイクリニック
14_神奈川

県

相模原市緑区橋本3-14-1 橋本メディカルビル

3F

小山医院皮膚科
14_神奈川

県
相模原市緑区橋本3-24-2

さくら眼科クリニック
14_神奈川

県

相模原市緑区橋本4-18-13 ヴィラベルヴュー

1F

仁相会 小俣医院
14_神奈川

県
相模原市緑区橋本8-3-37

じゅんじゅん内科
14_神奈川

県
相模原市緑区原宿5-23-27

医)小田グループ 小田内科クリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区原宿南1-9-1

にしさこレディースクリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区原宿南2-39-7

にしさここどもクリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区原宿南2-42-1

森田病院
14_神奈川

県
相模原市緑区三ケ木627

晃友上九沢クリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区上九沢4 市営上九沢団地

内科クリニック こばやし
14_神奈川

県
相模原市緑区西橋本5-1-1 ラフロール3F

すなおしこどもクリニック
14_神奈川

県
相模原市緑区西橋本5-1-1 ラ・フロール3階

相模原市立千木良診療所
14_神奈川

県
相模原市緑区千木良852-8

医療法人財団明理会 相原病院
14_神奈川

県
相模原市緑区相原5-12-5

晃友内科整形外科
14_神奈川

県
相模原市緑区大島1585-5

相模原赤十字病院
14_神奈川

県
相模原市緑区中野254
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りつの本医院
14_神奈川

県
相模原市緑区東橋本1-5-12

真島医院
14_神奈川

県
相模原市緑区二本松4-24-32-2

社会福祉法人湯河原福祉会 浜辺の診療

所

14_神奈川

県
足柄下郡湯河原町吉浜120-5

JCHO(ジェイコー)湯河原病院
14_神奈川

県
足柄下郡湯河原町中央2-21-6

ナガタ眼科
14_神奈川

県
足柄下郡湯河原町土肥1-3-10

医療法人社団 草柳小児科医院
14_神奈川

県
足柄下郡湯河原町土肥2-5-6

医療法人社団 中山会 湯河原胃腸病院
14_神奈川

県
足柄下郡湯河原町土肥4-3-1

医療法人 遥波会 くりはら眼科
14_神奈川

県
足柄下郡湯河原町門川441-1

尾泉内科医院
14_神奈川

県
足柄下郡箱根町宮城野622

郷医院箱根小涌園診療所
14_神奈川

県
足柄下郡箱根町二ノ平1274-84

医療法人社団 大熊整形外科
14_神奈川

県
足柄上郡開成町延沢778-1

樹医院
14_神奈川

県
足柄上郡開成町吉田島4320-2

山田内科医院
14_神奈川

県
足柄上郡松田町松田庶子1543-1

神奈川県立足柄上病院
14_神奈川

県
足柄上郡松田町松田惣領866-1

武田耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
足柄上郡大井町金子1375

医療法人 藤誠会 佐藤病院
14_神奈川

県
足柄上郡大井町金子1922-3

まえかわクリニック
14_神奈川

県
足柄上郡大井町金子2601-1

くすはら内科クリニック
14_神奈川

県
大和市下鶴間521-8

えびはら整形外科
14_神奈川

県

大和市下鶴間521-8 つきみ野メディカルセン

ター1F
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たなかクリニック
14_神奈川

県
大和市桜森3-7-18

須藤整形外科クリニック
14_神奈川

県
大和市渋谷5-6-6

高座渋谷眼科
14_神奈川

県
大和市渋谷7-1-11

高座渋谷内科外科クリニック
14_神奈川

県
大和市渋谷8-3-2

草柳クリニック
14_神奈川

県
大和市草柳2-15-9

大和駅前ほしのクリニック
14_神奈川

県
大和市大和東1-4-2 大和ヘルスケアモール3F

ささいクリニック
14_神奈川

県
大和市大和東1-7-21 山﨑ビル3階

大和ホームクリニック
14_神奈川

県
大和市大和東3-1-6  JMビル3階

やまとサンクリニック
14_神奈川

県
大和市大和東3-4-27

医療法人社団 聖光会 やまと眼科医院
14_神奈川

県
大和市大和東3-9-1 浜屋センタービル2F

吉田眼科
14_神奈川

県
大和市大和南1-3-1 大和駅前ビル3F

大和レディース・クリニック
14_神奈川

県
大和市中央2-13-27 グレイス大和101

大和徳洲会病院
14_神奈川

県
大和市中央4-4-12

阿部眼科クリニック
14_神奈川

県
大和市中央林間3-11-13

中村内科外科クリニック
14_神奈川

県
大和市中央林間3-11-13 2F

川西内科クリニック
14_神奈川

県
大和市中央林間3-5-11 野崎ビル2F-A

むらた小児科
14_神奈川

県
大和市中央林間8-25-10

セントルカ眼科歯科クリニック
14_神奈川

県
大和市鶴間1-31-1 大和クリニックモール1F

宗内科・循環器科
14_神奈川

県
大和市鶴間1-31-1 大和クリニックモール2F
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ライラッククリニック
14_神奈川

県

大和市鶴間2-11-29 第2大和クリニックモール

1・3F

愛育こどもクリニック
14_神奈川

県
大和市南林間2丁目14番13号

小児科玉井クリニック
14_神奈川

県
大和市林間1-8-11 ブルームヒル林間1階

月京クリニック
14_神奈川

県
中郡大磯町月京9-11

簑島医院
14_神奈川

県
中郡大磯町国府新宿402

ひよこクリニック
14_神奈川

県
中郡大磯町大磯1654-3

二宮胃腸内科クリニック
14_神奈川

県
中郡二宮町中里989-7

あづま山在宅クリニック
14_神奈川

県
中郡二宮町二宮216-1 古澤本社ビル2階

医療法人社団たけすえ小児科
14_神奈川

県
中郡二宮町二宮904-6

(医)百合が丘クリニック
14_神奈川

県
中郡二宮町百合が丘2-1-2

浅野クリニック
14_神奈川

県
中郡二宮町百合が丘3-5-2

村田会湘南台内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市円行991番地

窪島医院
14_神奈川

県
藤沢市遠藤438-5

武内整形外科
14_神奈川

県
藤沢市遠藤641-9

北見泌尿器科皮フ科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市遠藤861-6

野村クリニック
14_神奈川

県
藤沢市遠藤861-6

はやし内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市下土棚467-9 山口ビル2F

いたばしクリニック
14_神奈川

県
藤沢市高倉885-5

木村眼科医院
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼海岸1-3-16-3F
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鵠沼海岸内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼海岸2-3-13 2階

くげぬま眼科クリニック
14_神奈川

県

藤沢市鵠沼海岸2-3-13 TA湘南鵠沼海岸ビル

2F

藤沢駅前順リハビリ整形外科
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-1-1 第二外岡ビル3階

たかさか小児科
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-1-5 平本藤沢ビル1階

こみ糖尿病内科
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-1-7 門倉ビル3-1FB号室

医療法人社団 藤順会 藤沢総合健診セ

ンター

14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天ビル

医療法人 こばやし皮ふ科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-1-8-3F

勝俣内科医院
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-4-1 小山ビル2F201

白木内科医院
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼橘1-5-1-201

かわしま神経内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼松が岡5-13-17

仲野整形外科スポーツウェルネスクリ

ニック

14_神奈川

県
藤沢市鵠沼神明5-14-15

ほり整形外科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼石上1-13-4 クリスタル鵠沼1階

医療法人篠原湘南クリニック・クロー

バーホスピタル

14_神奈川

県
藤沢市鵠沼石上3-3-6

くげぬま奥医院
14_神奈川

県
藤沢市鵠沼藤ヶ谷3-11-19

医療法人社団清心会 藤沢病院
14_神奈川

県
藤沢市小塚383番地

湘南台ブレストクリニック
14_神奈川

県
藤沢市湘南台1-1-6 駅前クリニックビル2階

湘南台しらがクリニック
14_神奈川

県
藤沢市湘南台1-1-6-3F

メディカルパーク湘南こどもクリニッ

ク

14_神奈川

県

藤沢市湘南台1-21-3 エンゼルハイムシバタビ

ル2-A

湘南藤沢心臓血管クリニック
14_神奈川

県
藤沢市湘南台1-9-1 エクシード湘南台1階
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三井眼科
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-27-15-3F

湘南台ふかさわクリニック
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-31-15-2F、3F

湘南台あかちゃんこどもクリニック
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-3-1 アルテミス湘南2階

ゆかりクリニック湘南台
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-5-4 ハークビル3F

河合耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-7-8

すが内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-8-30 DONIE湘南3F

すが皮ふ科
14_神奈川

県
藤沢市湘南台2-8-30 DONIE湘南ビル2F

医療法人めぐみの会あべともここども

クリニック

14_神奈川

県
藤沢市湘南台3-7-12 湘南台クリニックビル2F

医療法人社団 小林整形外科・外科
14_神奈川

県
藤沢市湘南台5-7-17

湘南台中央医院
14_神奈川

県
藤沢市湘南台7-1-5

明石医院
14_神奈川

県
藤沢市湘南台7-15-14

善行すずき眼科
14_神奈川

県
藤沢市善行1-22-11

えりクリニック
14_神奈川

県
藤沢市善行1-15-7

山﨑脳神経外科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市善行1-20-6

矢野耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
藤沢市善行1-25-11

矢野医院
14_神奈川

県
藤沢市善行1-25-11

青木医院
14_神奈川

県
藤沢市善行2-9-3

橘内科
14_神奈川

県
藤沢市大庭5061-8

野中脳神経外科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市大庭5061番地5
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関根耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
藤沢市大庭5099-1

村田会湘南大庭病院
14_神奈川

県
藤沢市大庭5526-22

よしむら耳鼻咽喉科・内科・呼吸器内

科

14_神奈川

県
藤沢市大庭5681-10-2F

風間医院
14_神奈川

県
藤沢市朝日町16-4

木庭医院
14_神奈川

県
藤沢市⾧後680

⾧後えんどう眼科
14_神奈川

県
藤沢市⾧後706 ゴールドエイジ藤沢103

小林小児クリニック
14_神奈川

県
藤沢市辻堂4丁目6番14号 湘南桜井ビル3 1F

はじめクリニック
14_神奈川

県
藤沢市辻堂5丁目18-9

森川整形外科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南2F

医療法人社団正拓会 湘南太平台病院
14_神奈川

県
藤沢市辻堂太平台2-13-27

しまぬき医院
14_神奈川

県
藤沢市辻堂東海岸1-10-19

奥医院
14_神奈川

県
藤沢市辻堂東海岸4-13-3

やのハートクリニック
14_神奈川

県
藤沢市藤沢1099-5

後藤内科医院
14_神奈川

県
藤沢市藤沢1-3-5

いけだ耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
藤沢市藤沢2-1-18 山本ビル3F

ふじさわこどもクリニック 小児科・ア

レルギー科

14_神奈川

県
藤沢市藤沢2-2-28 2階 A区画

藤沢ぶん整形外科
14_神奈川

県
藤沢市藤沢530-10

消化器と内視鏡の内科 藤沢えがしらク

リニック

14_神奈川

県
藤沢市藤沢530-10 F.S.Cビル3階302

山川医院
14_神奈川

県
藤沢市藤沢541
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朝倉医院  泌尿器科
14_神奈川

県
藤沢市藤沢600 ASMビル1F

さわ内科糖尿病クリニック
14_神奈川

県

藤沢市藤沢610-1 サミットストア藤沢駅北口

店二階

木村小児科医院
14_神奈川

県
藤沢市藤沢965

南藤沢クリニック
14_神奈川

県
藤沢市南藤沢21-8 菊池第3ビル5F

山内龍馬財団 山内病院
14_神奈川

県
藤沢市南藤沢4-6

三宅クリニック
14_神奈川

県
藤沢市柄沢2-5-5

角谷整形外科
14_神奈川

県
藤沢市柄沢563-1

藤沢脳神経外科病院
14_神奈川

県
藤沢市片瀬2-15-36

片瀬こどもクリニック
14_神奈川

県
藤沢市片瀬3-1-39 片瀬クリニックプラザ2F

佐川内科医院
14_神奈川

県
藤沢市片瀬3-16-6

コタケ皮膚科医院
14_神奈川

県
藤沢市片瀬3-17-22

いしい内科医院
14_神奈川

県
藤沢市片瀬海岸2-9-6 フジビル102

三井眼科
14_神奈川

県
藤沢市片瀬山3-18-8

中澤医院
14_神奈川

県
藤沢市片瀬山5-13-4

加藤小児科
14_神奈川

県
藤沢市本鵠沼2-9-25

本鵠沼耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
藤沢市本鵠沼3-12-37-2F

藤沢本町ファミリークリニック
14_神奈川

県
藤沢市本藤沢1-1-8

本藤沢内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市本藤沢6-14-2

たかはしクリニック
14_神奈川

県
藤沢市弥勒寺4-1-12
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西山内科クリニック
14_神奈川

県
藤沢市用田637-1

藤川眼科
14_神奈川

県
藤沢市立石1-2-3

門山医院
14_神奈川

県
藤沢市立石3-3203-8

いずみ耳鼻咽喉科医院
14_神奈川

県
南足柄市関本565-5

こうの内科クリニック
14_神奈川

県
南足柄市岩原180-1

いのうえクリニック
14_神奈川

県
南足柄市沼田97-1

医療法人社団 武尾医院
14_神奈川

県
南足柄市塚原2641

医療法人 慈邦会 石川医院
14_神奈川

県
南足柄市塚原710-2

南足柄レディースクリニック
14_神奈川

県
南足柄市和田河原48

ありがとうみんなファミリークリニッ

ク平塚

14_神奈川

県
平塚市岡崎215-3

岡野医院
14_神奈川

県
平塚市花水台5-14

湘南福祉センター診療所
14_神奈川

県
平塚市宮の前4-13

(医)中村小児科医院
14_神奈川

県
平塚市錦町13-16

平塚西口診療所
14_神奈川

県
平塚市錦町7-21 サンシティ湘南ビル201

松井整形外科医院
14_神奈川

県
平塚市見附町14-5

湘南平塚下肢静脈瘤クリニック
14_神奈川

県
平塚市紅谷町14-20 FT共同ビル3階

くまもとクリニック
14_神奈川

県
平塚市紅谷町17-1 興栄ビル3階

松田内科医院
14_神奈川

県
平塚市高村203-15-102

旭眼科
14_神奈川

県
平塚市根坂間218-7 湘公ビル3F
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医療法人社団 久保田整形外科医院
14_神奈川

県
平塚市山下458

四之宮湘南耳鼻咽喉科 KAWASAKI 

CLINIC

14_神奈川

県
平塚市四之宮2-21-22

医療法人財団倉田会 倉田会メディカル

サポートクリニック

14_神奈川

県
平塚市四之宮2-7-8

医療法人社団水野会 平塚十全病院
14_神奈川

県
平塚市出縄550番地

前田産婦人科
14_神奈川

県
平塚市松風町13-37

医療法人社団 瀬戸医院
14_神奈川

県
平塚市松風町21-32

湘南真田クリニック
14_神奈川

県
平塚市真田2丁目6番27号

渡辺医院
14_神奈川

県
平塚市西真土1-6-71

ふれあい平塚ホスピタル
14_神奈川

県
平塚市袖ヶ浜1-12

医療生協かながわ生活協同組合 平塚診

療所

14_神奈川

県
平塚市代官町20-20

医療法人社団 松和会 望星平塚クリ

ニック

14_神奈川

県
平塚市代官町23-1

藤多パークサイドクリニック小児科・

アレルギー科

14_神奈川

県
平塚市大原3-30

わかもとクリニック
14_神奈川

県
平塚市中原1-15-14

医療法人 富嶽会 みずきクリニック
14_神奈川

県
平塚市中原2-15-2

松下医院
14_神奈川

県
平塚市中原2-6-11 2F

高産婦人科医院
14_神奈川

県
平塚市中原3-1-55

堀江医院
14_神奈川

県
平塚市中里21番6号

医療法人社団扇会 平塚北クリニック
14_神奈川

県
平塚市田村6-15-29 1階

菊池内科クリニック
14_神奈川

県
平塚市東真土4-19-1
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医療法人財団倉田会 くらた病院
14_神奈川

県
平塚市東真土4-5-26

村上医院
14_神奈川

県
平塚市東八幡1-15-46

内田クリニック
14_神奈川

県
平塚市徳延306-38

まきの耳鼻咽喉科クリニック
14_神奈川

県
平塚市徳延744-1

倉田クリニック
14_神奈川

県
平塚市南金目1135-1

鈴木外科内科医院
14_神奈川

県
平塚市南豊田21

医療法人社団旺巳会 湘英クリニック平

塚医院

14_神奈川

県
平塚市南豊田314-1

日向岡クリニック
14_神奈川

県
平塚市日向岡2-16-10

もりた眼科クリニック
14_神奈川

県
平塚市入野147-5

とりごしクリニック
14_神奈川

県
平塚市八重咲町16-27-1F

医療法人牧野クリニック
14_神奈川

県
平塚市八重咲町25-5

湘南平塚まき耳鼻咽喉科
14_神奈川

県
平塚市八重咲町3-32 鈴木ビル3F

山下外科循環器クリニック
14_神奈川

県
平塚市平塚3-12-20

医療法人社団優光会 かなさしクリニッ

ク

14_神奈川

県
平塚市宝町2-1 ホーメスト平塚共同ビル7階

湘南こころのクリニック
14_神奈川

県
平塚市宝町5-28 城之内ビル2階

かなめ泌尿器科内科クリニック
14_神奈川

県
平塚市北金目2-16-18

医療法人社団 雅量会 岡村内科医院
14_神奈川

県
平塚市北金目2-36-28

あおぞら湘南クリニック
14_神奈川

県
平塚市明石町5-24

山梨医院
14_神奈川

県
平塚市立野町10-26
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川口医院
14_神奈川

県
平塚市立野町24-8-105

ありさわクリニック
14_神奈川

県
平塚市老松町2-28

小池内科消化器科クリニック 15_新潟県 加茂市仲町1-37

中谷医院 15_新潟県 五泉市太田2-6-37

亀田眼科クリニック 15_新潟県 新潟市江南区亀田四ツ興野3-2-25

新津医療センター病院 15_新潟県 新潟市秋葉区古田610

あきはクリニック 15_新潟県 新潟市秋葉区新津5149-11

ほしの医院 15_新潟県 新潟市秋葉区北上新田804番地1

西川内科医院 15_新潟県 新潟市西蒲区巻甲2417-6

医療法人社団 広沢医院 15_新潟県 新潟市西蒲区和納2-30-11

鳥居耳鼻咽喉科医院 15_新潟県 新潟市中央区一番堀通町691

揚石医院内科小児科循環器科 15_新潟県 妙高市石塚町1-14-8

あがの市民病院 15_新潟県 阿賀野市岡山町13-23

家田医院 15_新潟県 阿賀野市中央町1-11-24

安田診療所 15_新潟県 阿賀野市保田1756番地1

宮島循環器内科 15_新潟県 燕市井土巻4-279

石田医院 15_新潟県 燕市灰方790

丹野神経内科クリニック 15_新潟県 燕市吉田2758-1

医)甲田内科クリニック 15_新潟県 燕市吉田3748

伊東こどもクリニック 15_新潟県 燕市吉田大保町23-11

後藤医院 15_新潟県 燕市吉田浜首町12-33

本間医院 15_新潟県 燕市秋葉町4-13-53

岩﨑内科医院 15_新潟県 燕市小高828

湧井医院 15_新潟県 燕市堤町3-16

監物小児科医院 15_新潟県 加茂市旭町7-11

さくらクリニック 15_新潟県 加茂市寿町9番10号

堀内医院 15_新潟県 加茂市大字加茂新田8358番地

みながわ整形外科 15_新潟県 加茂市番田7-11

吉田内科医院 15_新潟県 加茂市柳町2丁目5番4号

庭山医院 15_新潟県 魚沼市四日町101番地2

関谷医院 15_新潟県 見附市新町2-2-5

渡辺内科 小児科 15_新潟県 五泉市吉沢1-9-19

大日方医院 15_新潟県 五泉市寺沢3-2-1

たけだ内科クリニック 15_新潟県 五泉市村松1288-1

ひろせ内科クリニック 15_新潟県 五泉市東本町2-9-6

山井眼科クリニック 15_新潟県 佐渡市石田96

田尻内科医院 15_新潟県 佐渡市中興1115-1
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医療法人社団 近藤内科胃腸科 15_新潟県 佐渡市東大通876

三条しただ郷クリニック 15_新潟県 三条市荻堀1182-1 下田保健センター内

桑原小児科医院 15_新潟県 三条市興野2-10-8

医療法人 積発堂 富永草野病院 15_新潟県 三条市興野2丁目2-25

水野内科クリニック 15_新潟県 三条市月岡1-23-48

レディスクリニック石黒 15_新潟県 三条市荒町2-25-33

田中内科クリニック 15_新潟県 三条市須頃2-101-1

吉澤医院 15_新潟県 三条市西大崎1-9-28

さとう栄整形外科クリニック 15_新潟県 三条市西本成寺1-35-10

医療法人社団 内科・消化器科 わたな

べ医院
15_新潟県 三条市西本成寺1-38-45

さいとう小児科 15_新潟県 三条市石上2-15-35

三条総合病院 15_新潟県 三条市塚野目5-1-62

こころのケア三条クリニック 15_新潟県 三条市鶴田2-1-10

やまぐち内科クリニック 15_新潟県 三条市鶴田2-1-6-5

内科・呼吸器内科 山口医院 15_新潟県 三条市東本成寺12-1

産科婦人科茅原クリニック 15_新潟県 三条市東本成寺12-14

岩田眼科医院 15_新潟県 三条市東裏館1-9-21

かもしか病院 15_新潟県 三条市南五百川80

榎本内科クリニック 15_新潟県 三条市北新保1-1-28

社会医療法人嵐陽会 三之町病院 15_新潟県 三条市本町5-2-30

なかむらこどもクリニック 15_新潟県 糸魚川市横町2-3-6

(医)山本医院 15_新潟県 糸魚川市寺地232-1

安藤医院 15_新潟県 糸魚川市寺町1-6-15

しまだ医院 15_新潟県 糸魚川市西谷内53-5

能生国民健康保険診療所 15_新潟県 糸魚川市大字大沢401番地2

真部外科医院 15_新潟県 糸魚川市大字能生6905番地

糸魚川こどもクリニック 15_新潟県 糸魚川市南押上1-16-3

ひめかわ美野クリニック 15_新潟県 糸魚川市南寺町2-10-30

医療法人社団 富田医院 15_新潟県 十日町市上新井1145-2

医療法人社団 山口医院 15_新潟県 十日町市袋町中208番地

医療法人社団 たかき医院 15_新潟県 十日町市馬場丙1550-1

医療法人社団 羽尾医院 15_新潟県 上越市稲田3丁目6-20

浦川原診療所 15_新潟県 上越市浦川原区有島75

城北レディースクリニック 15_新潟県 上越市栄町5-16

吉川眼科 15_新潟県 上越市吉川区下町1162-1

こやなぎ第二医院 15_新潟県 上越市戸野目324-1

医療法人社団 渡辺内科医院 15_新潟県 上越市幸町14-9

笹川医院 15_新潟県 上越市港町1丁目27番16号
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小林医院 15_新潟県 上越市住吉町1-12

佐藤医院 15_新潟県 上越市春日新田2-8-10

医療法人社団 かなざわ内科クリニック 15_新潟県 上越市春日野1-14-11

小児科はやしクリニック 15_新潟県 上越市春日野1-14-22

(一社)上越医師会 上越地域総合健康管

理センター
15_新潟県 上越市春日野1-2-33

みながわ内科・糖尿病クリニック 15_新潟県 上越市上源入641-1 エスペランサ1階

ながぬまこどもクリニック 15_新潟県 上越市上中田1070

医療法人 高田西城会  高田西城病院 15_新潟県 上越市西城町2-8-30

五十嵐医院 15_新潟県 上越市青野239

武内心療内科大潟クリニック 15_新潟県 上越市大潟区犀潟789

渡辺医院 15_新潟県 上越市大潟区渋柿浜271-3

医療法人社団あおぞら皮ふ科クリニッ

ク
15_新潟県 上越市大字飯2510

飯内科クリニック 15_新潟県 上越市大字飯2521-1

耳鼻咽喉科 おきた医院 15_新潟県 上越市大町4丁目4-12

みながわ皮ふ科 15_新潟県 上越市大和2-15-18

望月医院 15_新潟県 上越市中郷区藤沢1064

新潟労災病院 15_新潟県 上越市東雲町1丁目7-12

神田耳鼻咽喉科 15_新潟県 上越市東雲町2-11-34

駅南クリニック富樫医院 15_新潟県 上越市東雲町2-6-26

さいとう診療所 15_新潟県 上越市板倉区針941

上越市国民健康保険牧診療所 15_新潟県 上越市牧区柳島437

高野内科循環器科クリニック 15_新潟県 上越市頸城区上吉横江437-71

ゆきよしクリニック 15_新潟県 新潟市江南区稲葉1-4-3

林皮フ科 15_新潟県 新潟市江南区亀田四ツ興野1丁目571-5

ささがわ小児科クリニック 15_新潟県 新潟市江南区亀田四ツ興野2-5-14

発達クリニック ぱすてる 15_新潟県 新潟市江南区曙町3丁目4-9

医療法人愛仁会 亀田第一病院 15_新潟県 新潟市江南区西町2-5-22

たかはし耳鼻咽喉科 15_新潟県 新潟市秋葉区あおば通1-8-3

加藤医院 15_新潟県 新潟市秋葉区新津本町3-14-11

吉村医院 15_新潟県 新潟市秋葉区中野2-19-18

医療法人社団 森川医院 15_新潟県 新潟市秋葉区程島1977番地

下越病院 15_新潟県 新潟市秋葉区東金沢1459-1

白寿荘浜地区診療所 15_新潟県 新潟市西蒲区越前浜5015

⾧沼医院 15_新潟県 新潟市西蒲区巻甲2486

こどもの医院おおば 15_新潟県 新潟市西蒲区巻甲3260番1

岩室 藤田医院 15_新潟県 新潟市西蒲区岩室温泉667-26
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渡辺内科医院 15_新潟県 新潟市西蒲区鱸137番地1

しおかぜ医院 15_新潟県 新潟市西区五十嵐東1-10-6

樋口内科・消化器科医院 15_新潟県 新潟市西区五十嵐二の町8218-23

西新潟整形外科 15_新潟県 新潟市西区坂井砂山4丁目14番3号

新潟脳外科病院 15_新潟県 新潟市西区山田3057番地

栗田脳外科内科医院 15_新潟県 新潟市西区小新西3-14-7

小新女性クリニック 15_新潟県 新潟市西区小新南1-8-7

新潟医療センター 15_新潟県 新潟市西区小針3-27-11

青山内科・眼科クリニック 15_新潟県 新潟市西区青山4-1-28

さとう耳鼻科クリニック 15_新潟県 新潟市西区青山5-10-25

真田内科医院 15_新潟県 新潟市西区赤塚字稲場5010-1

中和内科医院 15_新潟県 新潟市西区内野町602-1

橋本耳鼻科クリニック 15_新潟県 新潟市西区平島1-18-22

こども医院はしもと 15_新潟県 新潟市西区平島1-6-5

松田眼科医院 15_新潟県 新潟市中央区営所通1番町308-3

森田整形外科医院 15_新潟県 新潟市中央区関屋昭和町3-152

耳鼻咽喉科木村医院 15_新潟県 新潟市中央区寄合町4585

もり眼科医院 15_新潟県 新潟市中央区幸西1-5-20 メゾン八千代1F

奈良心療クリニック 15_新潟県 新潟市中央区笹口1-1 新潟プラーカ1-2F

はやつ医院 15_新潟県 新潟市中央区山二ツ1385

一般財団法人 健康医学予防協会 15_新潟県 新潟市中央区紫竹山2丁目6番10号

一般財団法人 健康医学予防協会 新潟

健診プラザ
15_新潟県 新潟市中央区紫竹山2丁目6番10号

新潟市急患診療センター 15_新潟県 新潟市中央区紫竹山3-3-11

こばやし内科クリニック 15_新潟県 新潟市中央区紫竹山6-2-26

かわさきこどもクリニック 15_新潟県 新潟市中央区女池4丁目19番10号

宮尾耳鼻咽喉科クリニック 15_新潟県 新潟市中央区女池上山5丁目9-9

白柏眼科医院 15_新潟県 新潟市中央区沼垂西1-6-17

原こども医院 15_新潟県 新潟市中央区上所上2-13-12

医療法人 竹山記念会 竹山病院 15_新潟県 新潟市中央区上大川前通6-1183

明元堂眼科医院 15_新潟県 新潟市中央区上大川前通9-1279

社会医療法人仁愛会 新潟中央病院 15_新潟県 新潟市中央区新光町1-18

総合リハビリテーションセンター・み

どり病院
15_新潟県 新潟市中央区神道寺2丁目5番1号

(医)尾崎クリニック 15_新潟県 新潟市中央区水島町3-19

こころの健康センター 15_新潟県 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1

公益財団法人新潟県保健衛生センター 

成人病検診センター
15_新潟県 新潟市中央区川岸町2丁目11番11

川合クリニック 15_新潟県 新潟市中央区東大通2-3-26 プレイス新潟3F
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あじさい耳鼻科・アレルギー科クリ

ニック
15_新潟県

新潟市中央区東万代町9-38 ロイヤルパークス

ER万代

ひぐち耳鼻科クリニック 15_新潟県 新潟市中央区鐙西1丁目12-12

公益財団法人新潟県保健衛生センター 15_新潟県 新潟市中央区白山浦2丁目180番地5

永井皮フ科クリニック 15_新潟県 新潟市中央区万代1-2-14 シルバー流通ビル4F

せきやクリニック 15_新潟県 新潟市中央区有明大橋町7-3-1

田中クリニック 15_新潟県 新潟市東区はなみずき1-14-18

中ざわ心療クリニック 15_新潟県 新潟市東区はなみずき1-14-5

一般財団法人 健康医学予防協会 東新

潟健診プラザ
15_新潟県 新潟市東区はなみずき2丁目10番35号

浦野耳鼻咽喉科医院 15_新潟県 新潟市東区逢谷内3-1-26

もとやま内科クリニック 15_新潟県 新潟市東区海老ケ瀬3012

もてぎ医院 15_新潟県 新潟市東区松園1-9-56

笹崎こどもクリニック 15_新潟県 新潟市東区太平3-18-1

e-メディカル整形外科 15_新潟県 新潟市東区中山6-3-35

木戸眼科クリニック 15_新潟県 新潟市東区中木戸285-8

佐野医院 15_新潟県 新潟市東区東明2-9-2

医療法人 敬愛会 末広橋病院 15_新潟県 新潟市東区臨港町2-25-1

すずき醫院 15_新潟県 新潟市南区戸頭1370-1

中澤内科医院 15_新潟県 新潟市南区高井東1-469

かさはらクリニック 15_新潟県 新潟市南区親和町7-20

馬場内科医院 15_新潟県 新潟市南区杉菜5番41号

KOYANAGI真柄CLINIC 15_新潟県 新潟市南区鷲ノ木新田5724-1

さいとう眼科医院 15_新潟県 新潟市北区嘉山2230-7

武田整形外科 15_新潟県 新潟市北区松浜東町1-3-5

新潟県厚生連 豊栄病院 15_新潟県 新潟市北区石動1-11-1

小黒内科胃腸科医院 15_新潟県 新潟市北区太田5633

新潟医療福祉大学 15_新潟県 新潟市北区島見町1398番地

松田内科呼吸器科クリニック 15_新潟県 新潟市北区島見町3925-4

南浜病院 15_新潟県 新潟市北区島見町4540番地

医) 笹川医院 15_新潟県 新発田市下小中山392番地

二王子温泉クリニック 15_新潟県 新発田市虎丸452番地

阿部医院 15_新潟県 新発田市五十公野6804-1

中野こども医院 15_新潟県 新発田市舟入町2-5-9

富田耳鼻科クリニック 15_新潟県 新発田市舟入町3-11-18-7

たかはし脳外科皮フ科医院 15_新潟県 新発田市住吉町2-3-17

本間医院 15_新潟県 新発田市上今泉甲87-1
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医療法人よつば会 渡部レディスクリ

ニック
15_新潟県 新発田市新栄町1-1-6

平塚ファミリークリニック 15_新潟県 新発田市真野原1719-4

新発田駅前ひらた内科クリニック 15_新潟県
新発田市諏訪町1-2-11 イクネスしばた

MINTO館2F

山崎皮膚科医院 15_新潟県 新発田市大手町1-13-8

竹内病院 15_新潟県 新発田市中央4-6-6

医療法人社団 城北クリニック 15_新潟県 新発田市中曽根町1-3-25

松沢医院 15_新潟県 新発田市本町2-8-13

たかはし整形外科クリニック 15_新潟県 村上市新町9-82

村上はまなす病院 15_新潟県 村上市瀬波中町12番18号

村上総合病院 15_新潟県 村上市田端町2番17号

いが医院 15_新潟県 村上市南町2-8-30

初野医院 15_新潟県 村上市府屋279-5

丹呉医院 15_新潟県 胎内市あかね町26番25号

中条中央病院 15_新潟県 胎内市西本町12-1

小野耳鼻科医院 15_新潟県 胎内市大川町15番10号

立川綜合病院 15_新潟県 ⾧岡市旭岡1-24

戸内整形外科クリニック 15_新潟県 ⾧岡市荻野1-7-38

エールホームクリニック 15_新潟県 ⾧岡市下柳1-10-13

メンタルクリニック⾧岡 15_新潟県 ⾧岡市学校町3-11-46

わきや医院 15_新潟県 ⾧岡市関原南2-4122-1

丸岡医院 15_新潟県 ⾧岡市宮内5-9-3

幸町耳鼻咽喉科 15_新潟県 ⾧岡市幸町1-4-3

⾧岡寺島眼科クリニック 15_新潟県 ⾧岡市寺島町730番地

阿部アイクリニック 15_新潟県 ⾧岡市新保1-21-1

田宮病院 15_新潟県 ⾧岡市深沢町2300

生協かんだ診療所 15_新潟県 ⾧岡市西新町2-3-22

鈴木内科医院 15_新潟県 ⾧岡市千手1-8-6

江部医院 15_新潟県 ⾧岡市千手3-10-12

杉本医院 15_新潟県 ⾧岡市千手3-1-9

一般財団法人 健康医学予防協会 ⾧岡

健康管理センター
15_新潟県 ⾧岡市千秋2丁目229番地1

⾧岡中央綜合病院 15_新潟県 ⾧岡市川崎町2041

ながおか生協診療所 15_新潟県 ⾧岡市前田1丁目6-7

高野医院 15_新潟県 ⾧岡市台町1-9-6

生協こどもクリニック 15_新潟県 ⾧岡市沢田1-1-20

みつまクリニック 15_新潟県 ⾧岡市中島5-7-54

栃尾みみ・はな・のどクリニック 15_新潟県 ⾧岡市仲子町8-27
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吉田病院 15_新潟県 ⾧岡市⾧町1-1668

福居皮フ科医院 15_新潟県 ⾧岡市殿町2-5-1 ロイヤル⾧岡301号

竹山整形外科 15_新潟県 ⾧岡市東宮内町3407-6

キャッツこどもクリニック 15_新潟県 ⾧岡市美沢3-493-1

高橋内科医院 15_新潟県 ⾧岡市豊田町7-10

小林医院 15_新潟県 ⾧岡市与板町与板441

阿賀町上川診療所 15_新潟県 東蒲原郡阿賀町両郷甲2150

あんべクリニック 15_新潟県 南魚沼市塩沢1055-16

(医)風間内科医院 15_新潟県 南魚沼市塩沢207-2

公益社団法人地域医療振興協会 今泉記

念館ゆきあかり診療所
15_新潟県 南魚沼市下一日市855番地

五日町病院 15_新潟県 南魚沼市五日町2375

南魚沼市立城内診療所 15_新潟県 南魚沼市泉甲154番地1

医療法人社団六日町こどもクリニック 15_新潟県 南魚沼市余川3362-1

藤島医院 15_新潟県 南魚沼市六日町1881

柏崎市刈羽郡医師会 柏崎メジカルセン

ター
15_新潟県 柏崎市栄町18-3

柏崎中央病院 15_新潟県 柏崎市駅前2-1-25

介護老人保健施設さつき荘 15_新潟県 柏崎市軽井川字十三本塚2791-2

柏崎市国保高柳診療所 15_新潟県 柏崎市高柳町岡野町1849-1

木村内科循環器科医院 15_新潟県 柏崎市松美1-1-35

西山ふれあいクリニック 15_新潟県 柏崎市西山町礼拝字前田430-2

おぎた小児科医院 15_新潟県 柏崎市西本町1-4-34

医療法人社団 高木医院 15_新潟県 柏崎市西本町2丁目8-17

杉本医院 15_新潟県 柏崎市田中24-11

医療法人社団 佐藤医院 15_新潟県 柏崎市土合663-1

医療法人社団 こんどう医院 15_新潟県 柏崎市東⾧浜町3-15

石井整形外科 15_新潟県 柏崎市東⾧浜町3丁目13番地

医療法人社団 宮尾医院 15_新潟県 柏崎市東本町1-4-29

恩田クリニック 15_新潟県 柏崎市東本町1-8-54

本田医院 15_新潟県 柏崎市比角1-2-3

医療法人社団 村井こどもクリニック 15_新潟県 柏崎市北半田2丁目14-8

柏崎市国民健康保険野田診療所 15_新潟県 柏崎市野田922-6

医療法人社団 たむら脳外科クリニック 15_新潟県 柏崎市柳田町7番31号

佐久間医院 15_新潟県 北蒲原郡聖籠町諏訪山1605-2

けいなん総合病院 15_新潟県 妙高市田町2丁目4番7号

愛クリニック 15_新潟県 妙高市美守1-12-9
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大野クリニック 16_富山県 小矢部市小矢部町1-1

越野医院 16_富山県 射水市立町2-41

藤田内科クリニック 16_富山県 高岡市瑞穂町4-25

むらかみ小児科アレルギークリニック 16_富山県 富山市上飯野32-10

医療法人社団 友豊会 山室クリニック 16_富山県 富山市山室44-1

おぎの内科医院 16_富山県 富山市本郷町47-1

嶋田医院 16_富山県 下新川郡入善町高畠269

山本クリニック 16_富山県 下新川郡入善町入膳139-3

岩城小児科医院 16_富山県 滑川市下小泉町342

石坂医院 16_富山県 滑川市嘉大窪737

富山県厚生連滑川病院 16_富山県 滑川市常盤町119

中村内科医院 16_富山県 滑川市中川原188-1

医療法人 新川病院 16_富山県 魚津市住吉236

羽田内科医院 16_富山県 魚津市新金屋1-10-8

みのう医科歯科クリニック 16_富山県 魚津市北⿁江2780-10

平野クリニック 16_富山県 魚津市本江1399

平井整形外科医院 16_富山県 魚津市末広町8-5

扇谷医院 16_富山県 魚津市友道1797

医療法人社団 七徳会 魚津病院 16_富山県 魚津市友道789番地

泉脳神経外科医院 16_富山県 高岡市駅南4-9-16

高岡リウマチ整形外科クリニック 16_富山県 高岡市京田473-1

立浪眼科医院 16_富山県 高岡市金屋町10-29

市野瀬和田内科医院 16_富山県 高岡市戸出市野瀬388

瀬尾内科医院 16_富山県 高岡市戸出町3-1-56

なのはなクリニック 16_富山県 高岡市戸出町3-24-56

やまぎし耳鼻咽喉科クリニック 16_富山県 高岡市戸出町4丁目1187-5

あさなぎ病院 16_富山県 高岡市五福町1-8

医療法人社団 わだ小児科クリニック 16_富山県 高岡市広小路6-1 広小路ビル1階

おとぎの森レディースクリニック 16_富山県 高岡市佐野1316-1

医療法人 光ヶ丘病院 16_富山県 高岡市西藤平蔵313番地

松本内科クリニック 16_富山県 高岡市大町16-1

桜馬場内科歯科医院 16_富山県 高岡市東下関1-24

泌尿器科 小島医院 16_富山県 高岡市東中川町6-10

富山県済生会高岡病院 16_富山県 高岡市二塚387-1

高岡内科クリニック 16_富山県 高岡市能町南3-41

村井耳鼻咽喉科医院 16_富山県 高岡市姫野401

村井医院 16_富山県 高岡市姫野401

トモエクリニック 内科・小児科 16_富山県 高岡市福岡町下蓑新281
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サンバリ-福岡病院 16_富山県 高岡市福岡町大野150

皮膚科ちえこクリニック 16_富山県 高岡市福岡町福岡新147

高の宮医院 16_富山県 高岡市末広町13-15

西田内科クリニック 16_富山県 高岡市木津2285

南星金子眼科クリニック 16_富山県 高岡市木津641-1

吉江レディスクリニック 16_富山県 高岡市野村1213-1

沼内科医院 16_富山県 高岡市野村1331

斉藤外科小児科クリニック 16_富山県 高岡市野村799

福尾眼科医院 16_富山県 高岡市蓮花寺38-1

医療法人社団 キタノ整形外科クリニッ

ク
16_富山県 高岡市蓮華寺564-1

大橋耳鼻科・眼科クリニック 16_富山県 黒部市新牧野176

きょうクリニック 16_富山県 黒部市北野48-2

岩井整形外科医院 16_富山県 黒部市堀高35番地

太閤山病院 16_富山県 射水市橋下条195

射水市 松本医院 16_富山県 射水市三ケ3268

とよた小児科クリニック 16_富山県 射水市小島730-2

ながさきクリニック 16_富山県 射水市赤井40-5

ひのき整形外科 16_富山県 射水市善光寺22-14

こすぎ皮ふ科クリニック 16_富山県 射水市太閤山1-61-2

のざわクリニック 16_富山県 射水市大門150

おおむら耳鼻咽喉科医院 16_富山県 射水市東太閤山3-86

木田小児科医院 16_富山県 射水市東太閤山3-87

高島皮ふ科クリニック 16_富山県 射水市東明中町5-2

道振整形外科医院 16_富山県 射水市二口446-1

姫野病院 16_富山県 射水市放生津町15-4

射水市民病院歯科口腔外科 16_富山県 射水市朴木20番地

老人保健施設サンセリテ木戸クリニッ

ク
16_富山県 射水市朴木244

矢野神経内科医院 16_富山県 射水市本町1丁目13-1

井上内科医院 16_富山県 小矢部市今石動町1-5-31

小矢部たがわ眼科 16_富山県 小矢部市小矢部町7-12

つざわ津田病院 16_富山県 小矢部市新西117-1

太田病院 16_富山県 小矢部市新富町3-11

小矢部大家病院 16_富山県 小矢部市島321

松岡病院 16_富山県 小矢部市畠中町4-18

村田医院 16_富山県 小矢部市本町1-13

安本内科クリニック 16_富山県 中新川郡上市町上中町29

渡辺整形外科医院 16_富山県 中新川郡上市町上法音寺12
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ひの皮ふ科クリニック 16_富山県 中新川郡上市町法音寺16

黒田内科医院 16_富山県 中新川郡立山町五百石218

雄山アイクリニック 16_富山県 中新川郡立山町前沢新町472

医療法人財団恵仁会 藤木病院 16_富山県 中新川郡立山町大石原225

たてやまクリニック 16_富山県 中新川郡立山町日俣235-8

けやきひふ科 16_富山県 砺波市となみ町11-11

ひがしでクリニック 16_富山県 砺波市となみ町13-10

藤井整形外科医院 16_富山県 砺波市栄町613

やました医院 16_富山県 砺波市永福町5-11

医療法人社団 仲村皮膚科医院 16_富山県 砺波市永福町5-30

山本内科医院 16_富山県 砺波市出町中央6-14

金井医院 16_富山県 砺波市深江1-210

砺波サナトリウム福井病院 16_富山県 砺波市太田570

とよだ眼科クリニック 16_富山県 砺波市太郎丸1-8-2

寿康堂吉田医院 16_富山県 砺波市中央町1-5

かねきホームクリニック 16_富山県 砺波市本町7-11

医療法人社団 山之内医院 16_富山県 南砺市やかた223-1

伊東医院 16_富山県 南砺市二日町2312-2

ふくの若葉病院 16_富山県 南砺市苗島367番地

石黒医院 16_富山県 南砺市福光1009-3

富田整形外科クリニック 16_富山県 南砺市福光443-2

ふくみつこども診療所 16_富山県 南砺市福光956-5

ゆう内科クリニック 16_富山県 氷見市栄町10-8

西野医院 16_富山県 氷見市窪1076-1

佐伯レディースクリニック 16_富山県 氷見市窪660

高木内科医院 16_富山県 氷見市大野595

河合内科医院 16_富山県 氷見市中央町12-8

医療法人財団 正友会 中村記念病院 16_富山県 氷見市島尾825

福老館クリニック 16_富山県 氷見市堀田465-2

白石整形外科医院 16_富山県 氷見市柳田2011-2

土田内科医院 16_富山県 富山市栄町2丁目2-3

清幸会 島田医院 16_富山県 富山市永楽町41番22号

八木小児科医院 16_富山県 富山市奥田寿町7-14

上野医院 16_富山県 富山市下新本町4-30

富山県リハビリテーション病院・こど

も支援センター
16_富山県 富山市下飯野36番地

医療法人財団北聖会 北聖病院 16_富山県 富山市下冨居2丁目1-5

おおやま病院 16_富山県 富山市花崎85番地

栗山病院 16_富山県 富山市開発133
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吉田内科クリニック 16_富山県 富山市吉作355

月岡クリニック 16_富山県 富山市月岡町6-108

元町内科医院 16_富山県 富山市元町1-2-17

五福ひがし皮ふ科 16_富山県 富山市五福1374-1

小嶋ウィメンズクリニック 16_富山県 富山市五福521-1

こばやし耳鼻咽喉科クリニック 16_富山県 富山市五福5242-6

よしだ医院 16_富山県 富山市五艘1631-5

野原内科医院 16_富山県 富山市向新庄200-21

大成整形外科医院 16_富山県 富山市荒川5-2-51

西能病院 / 整形外科センター西能クリ

ニック
16_富山県 富山市高田70番地

医)いずみ会 温泉リハビリテーション

いま泉病院
16_富山県 富山市今泉220番地

富山市・医師会急患センター 16_富山県 富山市今泉北部町2番地76

医療法人社団 さくらまちハートケアク

リニック
16_富山県 富山市桜町1-3-4 東洋12ビル 2階

富山市立富山まちなか病院 16_富山県 富山市鹿島町2丁目2番29号

越村医院 16_富山県 富山市若竹町3丁目63番地

西能みなみ病院 16_富山県 富山市秋ヶ島145-1

こばやし眼科クリニック 16_富山県 富山市上袋531-1

大沢野クリニック 16_富山県 富山市上二杉420-2

上飯野小児科クリニック 16_富山県 富山市上飯野13-17

島耳鼻咽喉科医院 16_富山県 富山市上本町5-29

ほり眼科クリニック 16_富山県 富山市城川原2-1-11

松田内科クリニック 16_富山県 富山市新庄町158-1

成和病院 16_富山県 富山市針原中町336番地

高田医院 16_富山県 富山市水橋舘町413

医療法人社団 ときわ会 常願寺病院 16_富山県 富山市水橋肘崎438

医療法人社団 ⾧谷川病院 16_富山県 富山市星井町2丁目7番40号

高野耳鼻咽喉科医院 16_富山県 富山市石金3丁目1-39

富山城南温泉病院 16_富山県 富山市太郎丸西町1-13-6

富山城南温泉第二病院 16_富山県 富山市太郎丸西町1丁目13-6

太田内科医院 16_富山県 富山市辰巳町2-5-4

安元整形外科 16_富山県 富山市茶屋町418

岩城内科医院 16_富山県 富山市茶屋町85番地2

佐伯病院 16_富山県 富山市中川原43-1

横田記念病院 16_富山県 富山市中野新町一丁目1番11号

寺林医院 16_富山県 富山市町村1丁目105

医療法人社団 きたがわ整形外科医院 16_富山県 富山市町村2-15
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内藤内科クリニック 16_富山県 富山市町村2丁目196

佐伯クリニック 16_富山県 富山市栃谷200-2

古屋医院 16_富山県 富山市南新町5-15

寺田皮ふ科 16_富山県 富山市白銀町1-8

萩野医院 16_富山県 富山市八尾町福島4-151

有沢橋病院 16_富山県 富山市婦中町羽根新5

医療法人社団 悠心会 うさかクリニッ

ク
16_富山県 富山市婦中町宮ケ島508-3

⾧田整形外科クリニック 16_富山県 富山市婦中町上轡田636番地

独立行政法人国立病院機構 富山病院 16_富山県 富山市婦中町新町3145

富山医療生活協同組合 富山協立病院 16_富山県 富山市豊田町1-1-8

高橋医院 16_富山県 富山市本郷町196

竹内スリープメンタルクリニック 16_富山県 富山市弥生町2-4-22

万見内科医院 16_富山県 富山市蓮町2丁目3番22号

わたなべ整形外科クリニック 17_石川県 金沢市泉野出町4-1-11

なかお医院 17_石川県 かほく市七窪ハ17-6

かほく眼科 17_石川県 かほく市内日角タ25 イオンモールかほく1F

あさがおクリニック 17_石川県 白山市倉光5丁目103番地

池野整形外科・耳鼻咽喉科医院 17_石川県 羽咋郡志賀町高浜町ソ-9-1

志賀クリニック 17_石川県 羽咋郡志賀町高浜町ヤ79番地1

西村内科胃腸科クリニック 17_石川県 羽咋郡宝達志水町今浜ト169

松沼医院 17_石川県 羽咋郡宝達志水町敷波247

疋島クリニック 17_石川県 羽咋市旭町ア45

とどろき医院 17_石川県 羽咋市鶴多町切道8-4

岩脇医院 17_石川県 羽咋市的場町的場2番池

山下医院 17_石川県 加賀市作見町ホ39

加賀温泉駅前こころクリニック 17_石川県 加賀市作見町ル25-1 アビオシティ加賀1F

(医)昂生会 吉田医院 17_石川県 加賀市山中温泉西桂木町ト-4-2

田中医院 17_石川県 加賀市大聖寺荒町56

竹下耳鼻咽喉科医院 17_石川県 加賀市大聖寺荒町六

山崎外科胃腸科医院 17_石川県 河北郡津幡町加賀爪リ20

あがた内科クリニック 17_石川県 河北郡津幡町御門い14-3

いこま眼科医院 17_石川県 河北郡津幡町字津幡ニ522

さかきばら内科医院 17_石川県 河北郡津幡町庄1-1-15

耳鼻咽喉科はまなすクリニック 17_石川県 河北郡内灘町ハマナス2-7

(有)武川病理研究所 17_石川県 河北郡内灘町大清台55

中藤クリニック 17_石川県 金沢市粟崎町1-59

石川県職員診療所 17_石川県 金沢市鞍月1丁目1番地

みらい病院 17_石川県 金沢市鞍月東1丁目9番地
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医療法人社団 博友会 金沢西病院 17_石川県 金沢市駅西本町6-15-41

医療法人社団 福島医院 17_石川県 金沢市円光寺2-5-20

おおみぞ内科・皮ふ科クリニック 17_石川県 金沢市横山町8-41

にじの森皮フ科クリニック 17_石川県 金沢市額新保2-256

小川医院 17_石川県 金沢市笠舞2丁目28番12号

医療法人社団 浅ノ川 桜ヶ丘病院 17_石川県 金沢市観法寺町へ174番地

新谷クリニック 17_石川県 金沢市菊川1-16-16

荒井内科クリニック 17_石川県 金沢市吉原町ハ20

医療法人社団つちや医院 つちや眼科ク

リニック
17_石川県 金沢市吉原町ヨ130-2

城北病院/城北診療所 17_石川県 金沢市京町20-3

小森耳鼻咽喉科医院 17_石川県 金沢市橋場町3-9

医療法人社団 博友会 金沢西みなとク

リニック
17_石川県 金沢市金石東1丁目4番11号

さかもと内科クリニック 17_石川県 金沢市古府2-52

医療法人社団 博洋会 藤井病院 17_石川県 金沢市古府一丁目150番地

洞庭医院 17_石川県 金沢市広岡1-12-5

春藤医院 17_石川県 金沢市広岡1-1-8

西インター内科・透析クリニック 17_石川県 金沢市高畠2-181

耳鼻咽喉科 安田医院 17_石川県 金沢市高尾南3丁目18番地

池野内科クリニック 17_石川県 金沢市高柳町1の12番地1

さいとう家族のクリニック 17_石川県 金沢市黒田1丁目188

花園医院 17_石川県 金沢市今町ホ39番地

医療法人社団 斉藤内科クリニック 17_石川県 金沢市桜町21-12

鈴木レディスホスピタル 17_石川県 金沢市寺町2-8-36

たけはら皮ふ科医院 17_石川県 金沢市若宮2-6

浅野胃腸科外科医院 17_石川県 金沢市若草町15番24号

医療法人社団 博倉会 伊藤病院 17_石川県 金沢市十三間町98

医療法人社団 康仁会 金沢たまごクリ

ニック
17_石川県 金沢市諸江町中丁327-1

横浜外科整形外科医院 17_石川県 金沢市小坂町北195-2

半田内科医院 17_石川県 金沢市小立野3丁目28番17号

なかのクリニック 17_石川県 金沢市松寺町丑9番地1

うきた産婦人科医院 17_石川県 金沢市新神田4丁目7番25号

森田医院 17_石川県 金沢市森山1-1-22

伊藤医院 17_石川県 金沢市森山2丁目19-28

医療法人社団 くらち眼科医院 17_石川県 金沢市神宮寺1-12-5

野口内科クリニック 17_石川県 金沢市神谷内町ハ37-7

やざきクリニック 17_石川県 金沢市神田2丁目1-8
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とべ内科クリニック 17_石川県 金沢市畝田西3丁目562

だいとく内科糖尿病クリニック 17_石川県 金沢市畝田東2丁目570番地

やまと@ホームクリニック 17_石川県 金沢市西泉2-1

林形成外科クリニック 17_石川県 金沢市西念2丁目30番3号

千木病院 17_石川県 金沢市千木町へ33-1

四位例内科クリニック 17_石川県 金沢市泉1丁目1番5号

山崎皮膚科医院 17_石川県 金沢市泉2丁目31-1

中谷整形外科 17_石川県 金沢市泉本町4-12

医療法人社団 ひがしやまクリニック 17_石川県 金沢市泉野出町1丁目19-20

いずみの耳鼻咽喉科医院 17_石川県 金沢市泉野出町3-1-28

ふじさわ眼科小児科クリニック 17_石川県 金沢市泉野出町3-3-25

いけだなおき内科医院 17_石川県 金沢市大額3-266

しまだ皮ふ科クリニック 17_石川県 金沢市大桑2丁目247

医療法人社団 和宏会 大手町病院 17_石川県 金沢市大手町5-32

安田内科病院 17_石川県 金沢市大豆田本町ハ62

大野内科医院 17_石川県 金沢市中央通町11-5

ふじもとクリニック 17_石川県 金沢市⾧坂3-9-2

伊藤整形外科・内科クリニック 17_石川県 金沢市⾧坂3丁目2番21号

社会福祉法人聖霊病院 金沢聖霊総合病

院
17_石川県 金沢市⾧町1丁目5番30号

竹田内科クリニック 17_石川県 金沢市⾧田2-1-8

伊藤内科医院 17_石川県 金沢市⾧土塀1丁目3番18号

けんろく診療所 17_石川県 金沢市天神町1-18-37

土田整形外科クリニック 17_石川県 金沢市田上の里2-128

ナガサト太陽クリニック 17_石川県 金沢市田上の里2丁目66番地

心臓血管センター金沢循環器病院 17_石川県 金沢市田中町は16

川口眼科医院 17_石川県 金沢市入江2-163-2

むかいで耳鼻咽喉科クリニック 17_石川県 金沢市八日市出町946番地

金城クリニック 17_石川県 金沢市彦三町2-1-21

金沢静脈瘤クリニック 17_石川県 金沢市北安江1-3-24 金沢フロントビル1階

北村クリニック 17_石川県 金沢市本町2-5-5

金沢メディカルステーション ヴィーク 17_石川県 金沢市木ノ新保町1-1 金沢駅西口ビル4階

川北病院 17_石川県 金沢市野町1-3-55

森下整形外科医院 17_石川県 金沢市矢木1丁目96番地

かじ内科クリニック 17_石川県 鹿島郡中能登町ホ部210-1

医療法人社団 安田医院 17_石川県 鹿島郡中能登町能登部下105-4-1

社会医療法人財団董仙会 鳥屋診療所 17_石川県 鹿島郡中能登町末坂2部60-1

おくむら内科胃腸科医院 17_石川県 七尾市下町ニ-19番地-1
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独立行政法人国立病院機構七尾病院 17_石川県 七尾市松百町八部3番地の1

中村ペインクリニック 17_石川県 七尾市神明町ロ部10-1

さはらファミリ―クリニック 17_石川県 七尾市石崎町タ部13-1

八野田整形外科医院 17_石川県 七尾市藤橋町巳部45-3

田中内科クリニック 17_石川県 七尾市藤橋町戌15-1

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 17_石川県 七尾市富岡町94

岡田胃腸科外科クリニック 17_石川県 七尾市万行町5-65-5

なかたに医院 17_石川県 珠洲市上戸町北方五部175番地1

田谷泌尿器科医院 17_石川県 小松市園町ニ29番地1

小松ソフィア病院 17_石川県 小松市沖町478

あさい皮膚科クリニック 17_石川県 小松市吉竹町4丁目222番地

医療法人社団惠仁会 惠仁クリニック 17_石川県 小松市吉竹町と51-1

国民健康保険 小松市民病院 17_石川県 小松市向本折町ホ60

医療法人中川外科医院 17_石川県 小松市向本折町マ55

金戸医院 17_石川県 小松市今江町7-235

東野病院 17_石川県 小松市今江町7-468

春木医院 17_石川県 小松市糸町4番地9号

上出耳鼻咽喉科医院 17_石川県 小松市小寺町乙139-3

堀口歯科・耳鼻いんこう科医院 17_石川県 小松市末広町238

ゆうこ皮ふ科クリニック 17_石川県 小松市矢崎町ハ164-1

十慈医院 17_石川県 小松市龍助町42番地

水本整形外科医院 17_石川県 能美市寺井町や120番地

よしだ小児科クリニック 17_石川県 能美市松が岡3丁目67番地

きだ整形外科クリニック 17_石川県 能美市西二口町丙30-1

村本内科胃腸科医院 17_石川県 能美市大成町ワ5-1

医療法人社団 アイ・アンド・アイ た

つのくちクリニック
17_石川県 能美市辰口町521-1

ユトリヒト診療所 17_石川県 能美市中ノ江町は76番地

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院 17_石川県 能美市緑が丘11-71

かわい小児科医院 17_石川県 白山市安田町5

むとう小児科医院 17_石川県 白山市宮永市町65-2

三幸小児科医院 17_石川県 白山市三幸町38番地

やまもと内科医院 17_石川県 白山市山島台3-99

しらお眼科 17_石川県 白山市四日市町27番地1

新内科医院 17_石川県 白山市西柏町7-13

ちくだ医院 17_石川県 白山市倉光6-35

北村内科医院 17_石川県 白山市倉光7丁目41

てらしま内科クリニック 17_石川県 白山市中奥町91-3
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さなだクリニック 17_石川県 白山市鶴来古町ワ7

せいだクリニック 17_石川県 白山市道法寺町二10番地

斉藤小児科医院 17_石川県 白山市馬場2丁目16番地

医療法人社団 ⾧尾医院 17_石川県 白山市美川永代町ソ248

B's Clinic 17_石川県 白山市北安町548番地2

医療法人社団英樹会 津山クリニック 17_石川県 白山市北安田町1270

まるおかクリニック 17_石川県 鳳珠郡穴水町川島ろ-5-2

医療法人社団美能里会 はしもとクリ

ニック
17_石川県 鳳珠郡能登町崎山3-203

升谷医院 17_石川県 鳳珠郡能登町松波10字99-1

金沢脳神経外科病院 17_石川県 野々市市郷町262-2

御経塚クリニック 17_石川県 野々市市御経塚1-450

ほりかわクリニック 17_石川県 野々市市御経塚2-270

ゆあさクリニック 17_石川県 野々市市御経塚2-272

はしもと内科クリニック 17_石川県 野々市市上林4-651-1

ののいち白山醫院 17_石川県 野々市市太平寺4丁目45番地

津山整形外科クリニック 17_石川県 野々市市中林1丁目64街区1番

吉光内科医院 17_石川県 野々市市田尻町2

小野木医院 17_石川県 野々市市本町2-18-2

浅井小児科医院 17_石川県 野々市市本町5-2-18

坂井内科クリニック 18_福井県 あわら市中番17-18

坂井医院 18_福井県 あわら市温泉5-1804

奥村医院 18_福井県 あわら市春宮2-8-3

汐見医院 18_福井県 あわら市春宮3-8-2

医療法人 恵仁会 柴田医院 18_福井県 あわら市二面4-109

一般財団法人 今立中央病院 18_福井県 越前市粟田部町33-1

医療法人 一麦会 東武内科外科クリ

ニック
18_福井県 越前市横市町6-3

つがわ内科クリニック 18_福井県 越前市岩本町2-104

医療法人 悠久会 はぎわら医院 18_福井県 越前市宮谷町36-10

関医院 18_福井県 越前市京町3丁目1-33

マルカ整形外科内科 18_福井県 越前市吾妻町2-8

医療法人 福田胃腸科外科 18_福井県 越前市高瀬1-33-8

医療法人 池慶会 池端病院 18_福井県 越前市今宿町8-1

はやし内科外科 18_福井県 越前市若竹町7-5

医療法人白百合会 武生記念病院 18_福井県 越前市小松二丁目7番25号

西武クリニック 18_福井県 越前市上太田町37-10-1

平井皮ふ科医院 18_福井県 越前市上太田町49-6-6

医療法人 土広会 土川整形外科医院 18_福井県 越前市常久町8-1
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ひらい医院 18_福井県 越前市新町8-1-11

岩堀メディカルオフィス 18_福井県 越前市神明町4の12

医療法人 相木病院 18_福井県 越前市中央2丁目9-40

医療法人 笠原病院 18_福井県 越前市塚町214番地

社会医療法人 財団 中村病院 18_福井県 越前市天王町4-28

医療法人 林病院 18_福井県 越前市府中1丁目3-5

さとういきいきクリニック 18_福井県 越前市府中1丁目4-20

藤井医院 18_福井県 越前市文京1-6-28

野尻医院 18_福井県 越前市平出1丁目12-37

月岡医院 18_福井県 越前市本多1-10-18

堀川医院 18_福井県 越前市本多1-6-7

永平寺町立在宅訪問診療所 18_福井県 吉田郡永平寺町松岡兼定島38-45

丘の上整形外科医院 18_福井県 吉田郡永平寺町松岡神明3丁目68

多田医院 18_福井県 吉田郡永平寺町竹原1-19

鷲田医院 18_福井県 坂井市三国町山王2丁目4番5号

福岡内科クリニック 18_福井県 坂井市丸岡町栄1丁目203番地

都筑眼科医院 18_福井県 坂井市丸岡町巽町1-17

森瀬クリニック 18_福井県 坂井市坂井町下兵庫296-7

医療法人西野医院 18_福井県 坂井市三国町安島27-31

向坂内科医院 18_福井県 坂井市三国町錦4-1-12

医療法人 越仁会 こしの医院 18_福井県 坂井市三国町山岸69-36-3

医療法人 聖仁会 藤井医院 18_福井県 坂井市三国町南本町3丁目3-20

宮﨑病院 18_福井県 坂井市三国町北本町2-2-6

豊田内科医院 18_福井県 坂井市春江町為国平成32

春日レディスクリニック 18_福井県 坂井市春江町江留上新町8

友田医院 18_福井県 坂井市春江町江留上中央11-7

春江病院 18_福井県 坂井市春江町針原65-7

土屋医院 18_福井県 鯖江市旭町3-6-2

一乗医院 18_福井県 鯖江市河和田町28-1-1

土屋耳鼻咽喉科クリニック 18_福井県 鯖江市三六町2-4-15

加藤産婦人科 18_福井県 鯖江市水落町1-4-21

藤田胃腸科・内科・外科医院 18_福井県 鯖江市水落町4-16-24

品川クリニック 18_福井県 鯖江市中野町56-1-1

皮膚科鈴木医院 18_福井県 鯖江市⾧泉寺町1-8-36

産婦人科鈴木クリニック 18_福井県 鯖江市東鯖江4丁目2-23

鯖江内科医院 18_福井県 鯖江市当田町10-5-2

カマカズ医院 18_福井県 鯖江市日の出町5-4

津田クリニック 18_福井県 鯖江市平井町43-1-3

鯖江市清水耳鼻咽喉科医院 18_福井県 鯖江市本町4丁目1-28
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浅妻内科 18_福井県 三方郡美浜町大藪42-33

千葉医院 18_福井県 三方上中郡若狭町井ノ口29-28-1

芳野医院 18_福井県 勝山市⾧山町1-3-1

しんたにクリニック 18_福井県 小浜市駅前町6-37

田中病院 18_福井県 小浜市遠敷10-601-1

医療法人三愛会 中山クリニック 18_福井県 小浜市多田2-2-1

にしお内科クリニック 18_福井県 小浜市南川町12番8号

いちせクリニック 18_福井県 小浜市南川町1-30

堀口医院 18_福井県 大飯郡おおい町本郷136-26-1

高井医院 18_福井県 大野市稲郷52-6-2

松田医院 18_福井県 大野市国時町1101

山川医院 18_福井県 大野市伏石12-46

感染症対策実施医療機関  広岡クリ

ニック
18_福井県 大野市陽明町2-201

医療法人 敦賀温泉病院 18_福井県 敦賀市吉河41-1-5

医療法人 幸仁会 いちはし整形外科 18_福井県 敦賀市櫛林9-9-6

薗田クリニック 18_福井県 敦賀市古田刈 68-1401

医療法人 せきクリニック 18_福井県 敦賀市御名53-14-6

竹内内科クリニック 18_福井県 敦賀市砂流40-2-4

医療法人 川上医院 18_福井県 敦賀市松原町1-39

宇野耳鼻咽喉科医院 18_福井県 敦賀市清水町2丁目17-1

医療法人 中村医院 18_福井県 敦賀市相生町12-15

くまがい内科クリニック 18_福井県 敦賀市中央町1丁目17-24

三宅眼科医院 18_福井県 敦賀市津内3-8-12

福辻耳鼻咽喉科医院 18_福井県 敦賀市津内町2-8-22

河原﨑眼科 18_福井県 敦賀市木崎21-2

産科・婦人科井上クリニック 18_福井県 敦賀市木崎49-24-1

医療法人社団 大真会 和久野医院 18_福井県 敦賀市和久野29-19

こもれび診療所 18_福井県 敦賀市莇生野95-2-1

医療法人 加藤医院 18_福井県 南条郡南越前町東大道26-11

西浦医院 18_福井県 福井市つくも2-5-4

みのり眼科 18_福井県 福井市みのり3-2-27

福山医院 18_福井県 福井市安原町1-11-1

畑内科 18_福井県 福井市下森田新町501

笠松内科クリニック 18_福井県 福井市下馬2-508

ふくい南アイクリニック 18_福井県 福井市下馬3-1815

医療法人 厚生会 福井厚生病院 18_福井県 福井市下六条町201

医療法人 宮崎整形外科医院 18_福井県 福井市加茂河原3-8-6

むとう眼科医院 18_福井県 福井市花堂南2丁目4-10
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はまだ内科クリニック 18_福井県 福井市開発1丁目203

開発整形外科眼科 18_福井県 福井市開発町24-15-1

松村皮膚科医院 18_福井県 福井市学園1-1-16

岩佐内科外科クリニック 18_福井県 福井市学園2-9-6

福井県赤十字血液センター 18_福井県 福井市月見3丁目3-23

医療法人 坪川耳鼻咽喉科 18_福井県 福井市御幸2丁目20-25

福井県医療生活協同組合 光陽生協病院 18_福井県 福井市光陽3丁目10番24号

光陽生協クリニック 18_福井県 福井市光陽3丁目9-23

三井皮膚科医院 18_福井県 福井市江守中1丁目112

福井病院 18_福井県 福井市江上町55-20-4

新田塚ハウス 18_福井県 福井市江上町55-5

福井総合病院 18_福井県 福井市江上町58-16-1

片山整形外科 18_福井県 福井市江端町13-15-4

育ちのクリニック津田 18_福井県 福井市江端町6-48

高木北クリニック 18_福井県 福井市高木北1-301

森川内科クリニック 18_福井県 福井市高木北1丁目704番地

山本こあらクリニック 18_福井県 福井市高柳1-803

ホーカベレディースクリニック 18_福井県 福井市左内町10-11

山村医院 18_福井県 福井市三十八社町101-11

くろかわ医院 18_福井県 福井市四ツ井2-1-6

医療法人 英和会 貴志医院 18_福井県 福井市市波町24-5

医療法人 延仁会 田中内科クリニック 18_福井県 福井市若杉4-512

きむら耳鼻咽喉科 18_福井県 福井市若杉4丁目609

梅田整形外科医院 18_福井県 福井市若杉4丁目801

レディースクリニックつねざわ 18_福井県 福井市手寄1-7-23  駅東さくらビル4F

たなか整形外科眼科 18_福井県 福井市種池1-101

舟橋内科クリニック 18_福井県 福井市舟橋1-110

すなが耳鼻咽喉科 18_福井県 福井市舟橋黒竜2-207

平井産婦人科医院 18_福井県 福井市春山2ー24-9

高沢内科医院 18_福井県 福井市春日町236-1

(医)清風会 吉田医院 18_福井県 福井市順化1-8-1

三﨑胃腸科クリニック 18_福井県 福井市順化2-24-19

医療法人 桂会 丹尾医院 18_福井県 福井市松本4-2-6

医療法人 初生会 福井中央クリニック 18_福井県 福井市松本4丁目5番10号

吉田医院(照手) 18_福井県 福井市照手1-13-3

本定医院 18_福井県 福井市上中町52-2-4

まつむら眼科クリニック 18_福井県 福井市上北野1丁目25-19

(医)斉木内科循環器科医院 18_福井県 福井市城東2丁目8番11号
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なかふじ 整形外科 18_福井県 福井市城東4-5-9

福井総合クリニック 18_福井県 福井市新田塚1-42-1

福島泌尿器科医院 18_福井県 福井市新田塚町408

新田塚ハイツ 18_福井県 福井市新田塚町506

福井愛育病院 18_福井県 福井市新保2丁目301

往診クリニックふくい 18_福井県
福井市西谷2丁目2704番地 エスパンドル103

号

医)貴昭会 大久保外科内科 18_福井県 福井市西木田2-11-8

まるた皮ふ科クリニック 18_福井県 福井市石盛1丁目1830

つくし野病院 18_福井県 福井市川合鷲塚町49-6-1

麻生津医院 18_福井県 福井市浅水二日町128-43

さいとう耳鼻咽喉科クリニック 18_福井県 福井市大宮2丁目27-22

医療法人 石黒耳鼻咽喉科医院 18_福井県 福井市大手2丁目15-15

清水小児科 18_福井県 福井市大手2丁目20-10

医療法人 滝元耳鼻咽喉科医院 18_福井県 福井市大東1丁目1-5

おおわだ眼科 18_福井県 福井市大和田2-1212

かさはら小児科 18_福井県 福井市大和田2-205

医療法人 安川病院 18_福井県 福井市大和田2丁目108番地

安土整形外科医院 18_福井県 福井市中央2丁目7-19

加畑皮膚科医院 18_福井県 福井市中央3-3-1

まつだ内科クリニック 18_福井県 福井市町屋2丁目5-25

医療法人福泉会 福井温泉病院 18_福井県 福井市天菅生町7-1

佐部内科医院 18_福井県 福井市田原2-18-10

宇賀治医院 18_福井県 福井市田原2丁目6-11

安原医院 18_福井県 福井市東郷二ヶ町36-26

佐藤整形形成外科 18_福井県 福井市桃園1-1-2

ふじい眼科クリニック 18_福井県 福井市二の宮2丁目27-28

わかば内科クリニック 18_福井県 福井市二の宮2丁目30-14

大橋整形外科医院 18_福井県 福井市二の宮3丁目38-20

多賀内科循環器科医院 18_福井県 福井市二の宮4丁目2-6

大滝病院 18_福井県 福井市日光1-2-1

医療法人社団成蹊会 岩井病院 18_福井県 福井市日之出2丁目15-10

文京内科クリニック 18_福井県 福井市文京1-29-6

田中皮フ科医院 18_福井県 福井市文京1丁目16-9

福仁会病院 18_福井県 福井市文京5丁目10-1

末松内科循環器科医院 18_福井県 福井市文京6-34-11

まつだ眼科 18_福井県 福井市文京六丁目28番7号

藤田記念病院 18_福井県 福井市宝永4-15-7

本多レディースクリニック 18_福井県 福井市宝永4丁目2-18
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医療法人弘昭会 大森整形外科リウマチ

科
18_福井県 福井市北四ツ居3-14-12

木田整形外科 18_福井県 福井市木田3-907

コモ小児診療所 18_福井県 福井市木田3-910

ばんどう整形外科クリニック 19_山梨県 甲府市古上条町21-2

櫻林腎・内科クリニック 19_山梨県 甲州市塩山下塩後336-8

医療法人賢和ゆたか会 みわペイン痛み

のクリニック
19_山梨県 甲州市塩山下塩後890-1

(医)南斗六星会 加田クリニック 19_山梨県 甲州市塩山下於曽1133-2

斉藤医院 19_山梨県 甲州市塩山上塩後271-1

岩瀬内科クリニック 19_山梨県 甲州市塩山上於曽1109

公益財団法人山梨厚生会 塩山市民病院 19_山梨県 甲州市塩山西広門田433-1

望月医院 19_山梨県 甲州市休息1200-1

池田内科小児科医院 19_山梨県 甲州市勝沼町勝沼2961

芦沢内科小児科医院 19_山梨県 甲斐市玉川159-1

木下整形外科クリニック 19_山梨県 甲斐市玉川210-1

ほそだ眼科 19_山梨県
甲斐市志田字柿木645-1 ラザウォーク甲斐双

葉ステーションセンター1階

山内耳鼻咽喉科医院 19_山梨県 甲斐市篠原226-5

医療法人社団 和水会  原口内科・腎ク

リニック
19_山梨県 甲斐市篠原2975-1

このはな産婦人科 19_山梨県 甲斐市西八幡1950-1

こうの整形外科 19_山梨県 甲斐市西八幡2190-1

医療法人 久晴会 甲斐リハビリテー

ションクリニック
19_山梨県 甲斐市西八幡3990

金丸内科クリニック 19_山梨県 甲斐市西八幡4395-85

竜王みついクリニック 19_山梨県 甲斐市大下条1606-1

桜こどもクリニック 19_山梨県 甲斐市中下条1900

敷島クリニック 19_山梨県 甲斐市中下条246

さいとう皮ふ科クリニック 19_山梨県 甲斐市中下条926-2

竜王リハビリテーション病院 19_山梨県 甲斐市万才287

中沢クリニック 19_山梨県 甲斐市竜王3091-1

三枝病院 19_山梨県 甲斐市竜王新町1440番地

ふたば内科消化器科医院 19_山梨県 甲斐市龍地2795-10

さいとうこどもクリニック 19_山梨県 甲斐市龍地3196番地1

宮澤医院 19_山梨県 甲府市塩部3-14-7

医療法人静正会 三井クリニック 19_山梨県 甲府市塩部3-16-33

藤原医院 19_山梨県 甲府市塩部4丁目15-16
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武田内科小児科医院 19_山梨県 甲府市屋形2-1-6

小瀬こどもクリニック 19_山梨県 甲府市下小河原町35-5

おさだクリニック 19_山梨県 甲府市下飯田2-4-6

佐々木眼科医院 19_山梨県 甲府市丸の内2-25-8

医)健心会 塚原整形外科 19_山梨県 甲府市丸の内2-9-14

桜林内科消化器科医院 19_山梨県 甲府市宮原町1336-1

いいじまこどもクリニック 19_山梨県 甲府市宮原町2003

医)笹本会 笹本整形外科 19_山梨県 甲府市古上条町446

産科婦人科清水クリニック 19_山梨県 甲府市向町450-5

原整形外科医院 19_山梨県 甲府市幸町6-15

内科小児科 小野医院 19_山梨県 甲府市貢川2-2-11

初鹿耳鼻咽喉科医院 19_山梨県 甲府市高畑2-4-11

須貝整形外科医院 19_山梨県 甲府市国母1-15-12

医)ふなやまペインクリニック 19_山梨県 甲府市国母1-22-20

いいづか医院 19_山梨県 甲府市国母1-6-17

国母眼科医院 19_山梨県 甲府市国母2-3-44

甲府昭和みみ・はな・のどクリニック 19_山梨県 甲府市国母7-4-12

おさだ内科クリニック 19_山梨県 甲府市山宮町18-1

甲府脳神経外科病院 19_山梨県 甲府市酒折1丁目16番18号

医療法人ゆうゆう会 ことぶき整形外科 19_山梨県 甲府市寿町14-2

今井整形外科医院 19_山梨県 甲府市上阿原町1151

(医)横田内科小児科医院 19_山梨県 甲府市上石田2-30-44

医療法人 慶友会 城東病院 19_山梨県 甲府市城東4-13-15

よこやま泌尿器在宅クリニック 19_山梨県 甲府市千塚1-5-24

しまづ脳神経クリニック 19_山梨県 甲府市千塚5-13-21

櫻林内科眼科医院 19_山梨県 甲府市相生2-7-6

おおくにクリニック 19_山梨県 甲府市大里町5125

医療法人 小宮山会 小宮山外科医院 19_山梨県 甲府市中央1丁目12-33

橘田耳鼻咽喉科医院 19_山梨県 甲府市中央2-12-28

保坂内科消化器科 19_山梨県 甲府市中央4-12-26

隈部小児科医院 19_山梨県 甲府市中小河原1-14-3

ひろクリニック 19_山梨県 甲府市中小河原1-9-12

小沢耳鼻咽喉科アレルギー科クリニッ

ク
19_山梨県 甲府市朝日1丁目8-13

独立行政法人国立病院機構 甲府病院 19_山梨県 甲府市天神町11-35

日原内科小児科医院 19_山梨県 甲府市天神町14-45

順聖クリニック 19_山梨県 甲府市湯村1-5-19
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医療法人八香会 湯村温泉病院 19_山梨県 甲府市湯村3丁目3-4

わかみや内科クリニック 19_山梨県 甲府市湯田2-19-2

山梨県厚生連健康管理センター 19_山梨県 甲府市飯田1-1-26

なかざわ耳鼻咽喉科クリニック 19_山梨県 甲府市飯田二丁目3-9

なかむら内科クリニック 19_山梨県 甲府市武田3丁目3-11

甲府共立診療所 19_山梨県 甲府市宝1-10-5

甲府共立病院 19_山梨県 甲府市宝1-9-1

医療法人社団 箭本外科整形外科医院 19_山梨県 甲府市北口3-1-1

大石耳鼻咽喉科医院 19_山梨県 甲府市緑が丘1-1-21

新津小児科 19_山梨県 甲府市和戸町1002-5

たての眼科 19_山梨県 甲府市和戸町622-1

医療法人INSYSTEM にしおか内科ク

リニックRA
19_山梨県 甲府市和戸町679番地

こいし糖尿病内科クリニック 19_山梨県 甲府市和戸町680

寺本医院 19_山梨県 山梨市下神内川208-3

中山クリニック 19_山梨県 山梨市七日市場849-1

林辺こどもクリニック 19_山梨県 山梨市小原西1045-1

社会医療法人 加納岩 加納岩総合病院 19_山梨県 山梨市上神内川1309

古屋耳鼻咽喉科医院 19_山梨県 山梨市上神内川20-7

吉岡医院 19_山梨県 山梨市東後屋敷524-1

加々美医院 19_山梨県 山梨市北514-1

山本内科クリニック 19_山梨県 上野原市松留644-2

山下クリニック 19_山梨県 上野原市上野原509-1

西井クリニック 19_山梨県 上野原市上野原729-1

上條内科クリニック 19_山梨県 上野原市大野1284

市川メディカルクリニック 19_山梨県 西八代郡市川三郷高田518-1

立川医院 19_山梨県 西八代郡市川三郷町高田2458

市川三郷町営国保診療所 19_山梨県 西八代郡市川三郷町上野2731-1

わたなべクリニック 19_山梨県 大月市猿橋町猿橋184

はちすか整形外科クリニック 19_山梨県 大月市駒橋1-2-36

すずき整形外科医院 19_山梨県 大月市御太刀2-8-8

賑岡診療所 19_山梨県 大月市賑岡町畑倉1197-4

山梨大学医学部附属病院 19_山梨県 中央市下河東1110

山梨PET画像診断クリニック 19_山梨県 中央市下河東3046-2

きたむらクリニック 19_山梨県 中央市若宮23番地2

医療法人 どちペインクリニック  玉穂

ふれあい診療所
19_山梨県 中央市成島2439-1

保坂眼科医院 19_山梨県 中央市西花輪56-2

こどもクリニックぷぅ やない小児科 19_山梨県 中巨摩郡庄和町押越73-1
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こぐれ眼科クリニック 19_山梨県 中巨摩郡昭和町押越70-1

吉川外科整形外科医院 19_山梨県 中巨摩郡昭和町河西623-8

昭和南耳鼻咽喉科クリニック 19_山梨県 中巨摩郡昭和町河東中島1583-16

土田クリニック腎・泌尿器科 19_山梨県 中巨摩郡昭和町河東中島1590-3

医療法人 大塚医院 19_山梨県 中巨摩郡昭和町紙漉阿原216-4

医療法人 大竹皮フ科クリニック 19_山梨県 中巨摩郡昭和町紙漉阿原27-2

さとう整形外科 19_山梨県 中巨摩郡昭和町西条4129

医療法人 田辺産婦人科 19_山梨県 中巨摩郡昭和町西条640

テルモ株式会社甲府工場衛生管理室 19_山梨県 中巨摩郡昭和町築地新居1727-1

横山整形外科医院 19_山梨県 中巨摩郡昭和町築地新居300-2

医療法人武川会 武川病院 19_山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰1277

弦間医院 19_山梨県 笛吹市一宮町末木864-2

花の丘たちかわクリニック 19_山梨県 笛吹市境川町大坪103

望月内科クリニック 19_山梨県 笛吹市御坂町井之上819-1

篠原医院 19_山梨県 笛吹市御坂町栗合168

三科医院 19_山梨県 笛吹市春日居町桑戸698-1

山梨リハビリテーション病院 19_山梨県 笛吹市春日居町小松855

ふえふきこどもクリニック 19_山梨県 笛吹市石和町井戸172-1

いまい眼科 19_山梨県 笛吹市石和町井戸177-1

三枝クリニック 19_山梨県 笛吹市石和町河内37-2

桧垣耳鼻咽喉科・気管食道科医院 19_山梨県 笛吹市石和町今井188

甲州リハビリテーション病院 19_山梨県 笛吹市石和町四日市場2031

磯山医院 19_山梨県 笛吹市石和町四日市場2031-106

医療法人 玄風会 小林医院 19_山梨県 笛吹市石和町市部1021

医療法人 若月医院 19_山梨県 笛吹市石和町市部596-3

黒沢内科 19_山梨県 笛吹市石和町市部716-5

古屋眼科 19_山梨県 笛吹市石和町市部822-41

⾧坂クリニック 19_山梨県 笛吹市石和町小石和2645

しむら医院 19_山梨県 笛吹市石和町東高橋131

クアハウス石和 19_山梨県 笛吹市石和町八田330-5

八代戸田内科クリニック 19_山梨県 笛吹市八代町高家304-1

ツル虎ノ門外科・リハビリテーション

病院
19_山梨県 都留市四日市場188

武井クリニック 19_山梨県 都留市法能669

津久井胃腸科医院 19_山梨県 南アルプス市加賀美2885

女性クリニック秋山医院 19_山梨県 南アルプス市在家塚155

もちづき整形外科リハビリクリニック 19_山梨県 南アルプス市在家塚68-1

こうの内科クリニック 19_山梨県 南アルプス市桃園1688-3
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佐野医院 19_山梨県 南巨摩郡南部町内船7202

医)快療会 くつま整形外科医院 19_山梨県 南巨摩郡富士川町青柳町1136-1

富士吉田診療所 19_山梨県 南都留郡西桂町下暮地184

しまだ医院 19_山梨県 南都留郡西桂町小沼1710-1

勝山診療所 19_山梨県 南都留郡富士河口湖町勝山4575-10

かわぐち湖ファミリークリニック 19_山梨県 南都留郡富士河口湖町小立4115-1

ひろこどもクリニック 19_山梨県 南都留郡富士河口湖町船津4940-1

富士・東部小児リハビリテーション診

療所
19_山梨県 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

フジ河口湖クリニック 19_山梨県 南都留郡富士河口湖町船津6887

恵信韮崎相互病院 19_山梨県 韮崎市一ツ谷1865-1

秋山脳外科 19_山梨県 韮崎市大草町若尾1330

野口外科胃腸科 19_山梨県 韮崎市中田町中條1433

韮崎おはな産婦人科 19_山梨県 韮崎市富士見1丁目3-9

医療法人 千野眼科医院 19_山梨県 韮崎市本町1-5-26

ささき頭痛・脳神経クリニック 19_山梨県 富士吉田市ときわ台1-1-23

鈴木内科クリニック 19_山梨県 富士吉田市旭5-1-38

蓬莱整形外科 19_山梨県 富士吉田市下吉田1-3-21

天野医院 19_山梨県 富士吉田市下吉田1-7-19

羽田医院 19_山梨県 富士吉田市下吉田2-2-18

内藤医院 19_山梨県 富士吉田市下吉田3-9-13

堀内産婦人科医院 19_山梨県 富士吉田市下吉田7-3-14

くわざわクリニック 19_山梨県 富士吉田市上吉田2-13-2

新西原クリニック 19_山梨県 富士吉田市上吉田4259-2

羽田レディースクリニック 19_山梨県 富士吉田市上吉田6-10-14

加賀谷医院 19_山梨県 富士吉田市上吉田東4-15-34

医療法人雙寿会 ことぶき診療所 19_山梨県 富士吉田市上暮地5-8-16

渡辺整形外科 19_山梨県 富士吉田市新倉2671-3

吉田医院 19_山梨県 富士吉田市中曽根1-5-10

富士・東部小児初期救急医療センター 19_山梨県 富士吉田市緑ヶ丘2-7-21

たかね内科小児科クリニック 19_山梨県 北杜市高根町村山北割1966

いのうえ整形外科クリニック 19_山梨県 北杜市⾧坂町夏秋943-6

いいづかこどもとおとなのクリニック 19_山梨県 北杜市⾧坂町大八田3874-1

(医)安幸会 ⾧坂中央クリニック 19_山梨県 北杜市⾧坂町大八田6626-33

北杜市国保辺見診療所 19_山梨県 北杜市明野町上手1-12

神戸医院 20_⾧野県 駒ヶ根市上穂栄町2-31

医)信州北桜会 宮下整形外科 20_⾧野県 ⾧野市三輪5-43-16
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竹内こども医院 20_⾧野県 ⾧野市栗田976

医療法人 いろかわ医院 20_⾧野県 埴科郡坂城町坂城10096-6

ミサトピア小倉病院 20_⾧野県 安曇野市三郷小倉6086-2

こうの内科循環器科 20_⾧野県 安曇野市南穂高271-10

根津内科医院 20_⾧野県 安曇野市穂高6870番地

医療法人 博愛会 中田医院 20_⾧野県 安曇野市穂高787

ふじもり医院 20_⾧野県 安曇野市豊科5960-2

篠﨑医院 豊科診療所 20_⾧野県 安曇野市豊科高家5089

楢本内科医院 20_⾧野県 安曇野市豊科南穂高2820-1

医療法人 丸山整形外科医院 20_⾧野県 安曇野市豊科南穂高283-1

あかしな野中眼科 20_⾧野県 安曇野市明科中川手3746-9

平林医院 20_⾧野県 安曇野市明科東川手418-3

田中病院 20_⾧野県 伊那市下新田3193

富士眼科医院 20_⾧野県 伊那市狐島4258-3

木村内科医院 20_⾧野県 伊那市荒井3468-20

北原眼科医院 20_⾧野県 伊那市荒井3473

たかはし医院 20_⾧野県 伊那市荒井3872-1

医療法人橘井会 池上医院 20_⾧野県 伊那市坂下3357-2

ふかさわ耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 伊那市山寺2462-2

新井耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 伊那市上牧6613-1

神山内科医院 20_⾧野県 伊那市西町5121-1

西箕輪診療所 20_⾧野県 伊那市西箕輪6700-2

医療法人 古田産婦人科医院 20_⾧野県 伊那市中央4635-2

医療法人 幸仁会 田畑内科医院 20_⾧野県 伊那市中央4953-2

みすず診療所 20_⾧野県 伊那市美篶7793-1

荒井内科小児科医院 20_⾧野県 塩尻市広丘吉田1222-5

医療法人 清水外科胃腸科医院 20_⾧野県 塩尻市広丘吉田294-2

しおはら小児科・皮膚科クリニック 20_⾧野県 塩尻市広丘郷原1762-321

医療法人 惠朗会 緑ヶ丘青木医院 20_⾧野県 塩尻市広丘郷原1764

こまくさ野村クリニック 20_⾧野県 塩尻市広丘野村2146

たなべ泌尿器科クリニック 20_⾧野県 塩尻市大字広丘野村2152

横山内科医院 20_⾧野県 塩尻市大門三番町3-15

小口医院 20_⾧野県 岡谷市銀座2丁目2番24号

内科・小児科・アレルギー科 小野医院 20_⾧野県 岡谷市⾧地柴宮1-18-9

林眼科醫院 20_⾧野県 岡谷市⾧地柴宮1-2-41

祐愛会 祐愛病院 20_⾧野県 岡谷市南宮2-2-34

酒井医院 20_⾧野県 岡谷市本町2-1-2

岡谷市民病院 20_⾧野県 岡谷市本町四丁目11番33号
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中島医院 20_⾧野県 下伊那郡下條村陽皐2731

三浦医院 20_⾧野県 下伊那郡喬木村849-10

竹村整形外科医院 20_⾧野県 下伊那郡高森町吉田471-3

後藤医院 20_⾧野県 下伊那郡高森町上市田630-1

下伊那赤十字病院 20_⾧野県 下伊那郡松川町元大島3159-1

売木村診療所 20_⾧野県 下伊那郡売木村695番地

金田医院 20_⾧野県 下伊那郡豊丘村神稲549-4

城下クリニク 20_⾧野県 下高井郡山ノ内町大字平穏3094-3

すがわら小児クリニック 20_⾧野県 茅野市ちの257-3

矢嶋内科医院 20_⾧野県 茅野市ちの3494

平出クリニック 内科・産婦人科 20_⾧野県 茅野市ちの628-1

医療法人 小口医院 20_⾧野県 茅野市宮川4441-3

医療法人うえはらクリニック 20_⾧野県 茅野市仲町7-16

ちの皮フ科 20_⾧野県 茅野市本町西6-21

つちかね整形外科クリニック 20_⾧野県 駒ヶ根市下市場32-2

前澤病院 20_⾧野県 駒ヶ根市上穂南11-5

(医) 座光寺内科医院 20_⾧野県 駒ヶ根市赤穗4835-1

東伊那すこやかクリニック 20_⾧野県 駒ヶ根市東伊那2533-1

医療法人康和会 竜東メンタルクリニッ

ク
20_⾧野県 駒ヶ根市東伊那910

佐久平ファミリークリニック内科・消

化器科
20_⾧野県 佐久市岩村田1315-1

佐久平透析クリニック 20_⾧野県 佐久市岩村田1350-5

角田医院分院 20_⾧野県 佐久市岩村田3162-36

佐久平みゆき眼科 20_⾧野県
佐久市佐久平駅南11-10 イオンモール佐久平1

階

柳澤クリニック分院 20_⾧野県 佐久市佐久平駅北21番4

佐久平よつばクリニック 20_⾧野県 佐久市佐久平駅北27-1

関口小児科医院 20_⾧野県 佐久市大字中込1-25-2

社会医療法人 恵仁会 くろさわ病院 20_⾧野県 佐久市中込1丁目17番地8

医療法人 佐久中央医院 20_⾧野県 佐久市中込3119-2

フルタクリニック 20_⾧野県 佐久市中込3611-208

坂戸クリニック 20_⾧野県 佐久市中込3827-23

関口内科クリニック 20_⾧野県 佐久市中込405番地

たかみ耳鼻咽喉科クリニック 20_⾧野県 佐久市⾧土呂425-1

こすも内科クリニック 20_⾧野県 佐久市平賀1927-1

たばたクリニック 20_⾧野県 佐久市平賀2366-2

医療法人保永会 野澤医院 20_⾧野県 佐久市平賀5340

大森小児科医院 20_⾧野県 佐久市望月244-1
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小山医院 20_⾧野県 佐久市野沢194-1

髙橋内科医院 20_⾧野県 小諸市古城2-2-26

東小諸クリニック 20_⾧野県 小諸市御影新田2743-1

医療法人 ひかり医院 20_⾧野県 小諸市御幸町1-10-20

医療法人 山月会 小諸病院 20_⾧野県 小諸市荒町2-1-1

医療法人 市川医院 20_⾧野県 小諸市市町5-3-8

医療法人 栁泉会 栁橋脳神経外科 20_⾧野県 小諸市大字諸350番地

耳鼻咽喉科気管食道科由井医院 20_⾧野県 小諸市田町2-3-12

鳥山クリニック 20_⾧野県 小諸市八満187-1

武重医院 20_⾧野県 小諸市本町2-2-13

医療法人 清秀会  甘利医院 20_⾧野県 小諸市与良町3-4-17

甘利医院わだ 20_⾧野県 小諸市和田841-6

医療法人 梓誠会 梓川診療所 20_⾧野県 松本市梓川梓2344-1

医療法人(社団)みのしまクリニック 20_⾧野県 松本市梓川倭2653-4

岡野医院 20_⾧野県 松本市梓川倭575-1

松本市安曇島々診療所 20_⾧野県 松本市安曇1061-1

松本市安曇稲核診療所 20_⾧野県 松本市安曇2627-2

松本市安曇大野川診療所 20_⾧野県 松本市安曇3992-1

松本市安曇沢渡診療所 20_⾧野県 松本市安曇4162-1

みやいりクリニック 20_⾧野県 松本市井川城2-16-12

せき整形外科 20_⾧野県 松本市岡田松岡121-3

松岡内科医院 20_⾧野県 松本市蟻ヶ崎6-9-6

塩原医院 20_⾧野県 松本市宮田27-1

医療法人 民蘇堂 野中眼科 20_⾧野県 松本市巾上2-4

松本協立病院 20_⾧野県 松本市巾上9-26

あるが内科クリニック 20_⾧野県 松本市今井1222

いそべ整形外科クリニック 20_⾧野県 松本市笹賀5441-2

品川内科医院 20_⾧野県 松本市笹賀5526-12

渡辺内科医院 20_⾧野県 松本市寿小赤1006-1

小口内科クリニック 20_⾧野県 松本市寿南1-23-9

前澤医院 20_⾧野県 松本市寿北7丁目5番6号

あずさ整形外科医院 20_⾧野県 松本市渚3-1-39

松田内科医院 20_⾧野県 松本市小屋北1-15-33

山岡内科医院 20_⾧野県 松本市庄内2-6-35

須澤内科小児科医院 20_⾧野県 松本市城西1-8-15

宮島耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 松本市城東2-1-4

宮澤整形外科医院 20_⾧野県 松本市新村1701-2

やまだ小児科クリニック 20_⾧野県 松本市新村542-1

上條医院 20_⾧野県 松本市深志1-2-5
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赤羽医院 20_⾧野県 松本市深志2-9-5

清水整形外科クリニック 20_⾧野県 松本市清水1-9-28

医療法人大生会 大野医院 20_⾧野県 松本市清水2-1-8

つかはらペインクリニック 20_⾧野県 松本市双葉5-20 イオン南松本店2階

中田整形外科 20_⾧野県 松本市村井町南1-36-12 ちくまビル1F

(医)肛門外科 渡辺医院 20_⾧野県 松本市村井町北1-2-50

医療法人 中嶋医院 20_⾧野県 松本市村井町北2-2-1

倉科医院 20_⾧野県 松本市大手2-9-16

二木医院 20_⾧野県 松本市大手3-8-7

藤森内科医院 20_⾧野県 松本市大手4-12-17

西山眼科 20_⾧野県 松本市沢村3-4-38

ほりうちレディースクリニック 20_⾧野県 松本市筑摩1-16-3

南天診療所 20_⾧野県 松本市筑摩3-15-31

原こどもクリニック 20_⾧野県 松本市筑摩3-7-3

篠﨑医院 20_⾧野県 松本市中央2-1-24 五幸本町ビル4F

医療法人藤森医療財団 藤森病院 20_⾧野県 松本市中央2-9-8

小林耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 松本市島内3427-19

井門泌尿器科医院 20_⾧野県 松本市島立1120-18

みやばやしこどもクリニック 20_⾧野県 松本市島立1748-2

医療法人 杉山外科医院 20_⾧野県 松本市島立183-3

横西産婦人科 20_⾧野県 松本市島立2992-1

医療法人喜生会 塩ノ崎医院 20_⾧野県 松本市並柳1-4-8

せきクリニック 20_⾧野県 松本市並柳2-13-1

松岡小児科医院 20_⾧野県 松本市芳野11-6

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 20_⾧野県 松本市本庄2-5-1

山辺温泉花岡整形外科 20_⾧野県 松本市里山辺1140番地

谷川整形外科クリニック 20_⾧野県 松本市里山辺12090-1

金井医院 20_⾧野県 松本市里山辺3083

両小野診療所 20_⾧野県 上伊那郡辰野町小野1290-20

新田内科クリニック 20_⾧野県 上伊那郡辰野町大字伊那富3081-1

JA⾧野厚生連富士見高原医療福祉セン

ター両小野診療所
20_⾧野県 上伊那郡辰野町大字小野1290番地20

医療法人 思誠会 上島医院 20_⾧野県 上伊那郡辰野町中央102

天龍堂医院 20_⾧野県 上伊那郡辰野町平出1620

南向診療所 20_⾧野県 上伊那郡中川村大草4037-1

髙原医院 20_⾧野県 上伊那郡南箕輪村5586-2

伊北クリニック 20_⾧野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪3375

医療法人福島医院 20_⾧野県 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8428

ユーカリの森クリニック 20_⾧野県 上伊那郡箕輪町中箕輪宮の北3007-2
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高山村国民健康保険高山診療所 20_⾧野県 上高井郡高山村牧130-1

岡野医院 20_⾧野県 上高井郡小布施町六川14

丸山医院 20_⾧野県 上水内郡飯綱町黒川1605

飯綱町立飯綱病院 20_⾧野県 上水内郡飯綱町大字牟礼2220番地

森 ロコモクリニック 20_⾧野県 上田市下之郷乙346-7

上田市武石診療所 20_⾧野県 上田市下武石771-1

こさとクリニック 20_⾧野県 上田市古里1926-17

高野外科医院 20_⾧野県 上田市秋和493

介護療養型老人保健施設 いずみの 20_⾧野県 上田市小泉72-1

桜の丘こどもクリニック 20_⾧野県 上田市小島699-1

塚原醫院 20_⾧野県 上田市上丸子1018‐1

医療法人秀栄会 岸医院 20_⾧野県 上田市上丸子328-1

室賀診療所 20_⾧野県 上田市上室賀13番地5

吉松整形外科クリニック 20_⾧野県 上田市上田1776-4

うえだはらライフクリニック 20_⾧野県 上田市上田原1053-1

池田クリニック 20_⾧野県 上田市上田原687-1

医療法人 有和会 宮坂内科小児科医院 20_⾧野県 上田市常田2-5-3

大谷外科・眼科 20_⾧野県 上田市常田3-2-8

医療法人小林会 小林医院 20_⾧野県 上田市真田町傍陽571

本原クリニック 20_⾧野県 上田市真田町本原610-1

斉藤外科医院 20_⾧野県 上田市蒼久保1177-7

医療法人 健救会 柳澤病院 20_⾧野県 上田市中央西一丁目2番10号

医療法人清心会 のどか内科クリニック 20_⾧野県 上田市中丸子1141

丸子中央病院 20_⾧野県 上田市中丸子1771-1

医療法人共和会 塩田病院 20_⾧野県 上田市中野29番地2

豊殿診療所 20_⾧野県 上田市殿城250-4

松尾医院 20_⾧野県 埴科郡坂城町坂城6322-1

村上堂大井クリニック 20_⾧野県 埴科郡坂城町網掛1545-1

さとう眼科医院 20_⾧野県 諏訪郡下諏訪町5295-1

高浜医院 20_⾧野県 諏訪郡下諏訪町6171-9

西川小児科医院 20_⾧野県 諏訪郡下諏訪町西四王4870-2

JA⾧野厚生連 富士見高原医療福祉セン

ター 中新田診療所
20_⾧野県 諏訪郡原村13221-2

中新田診療所 20_⾧野県 諏訪郡原村中新田13.221-2

小林医院 20_⾧野県 諏訪郡富士見町境7372

医療法人 小池医院 20_⾧野県 諏訪郡富士見町富士見4654

富士見高原病院 20_⾧野県 諏訪郡富士見町落合11,100

宮坂医院 20_⾧野県 諏訪市元町4-10
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諏訪赤十字病院 20_⾧野県 諏訪市湖岸通り5-11-50

はやし小児科内科医院 20_⾧野県 諏訪市湖南大曲15

やざわ虎クリニック 20_⾧野県 諏訪市高島1丁目21-14

いちょう並木クリニック 20_⾧野県 諏訪市四賀2417-2

皮フ科わくいクリニック 20_⾧野県 諏訪市四賀飯島2258-7 ハッピービル1F

こいけこどもクリニック 20_⾧野県 諏訪市諏訪1-6-1 アーク諏訪2階

上諏訪眼科クリニック 20_⾧野県 諏訪市清水1-8-17

医療法人超年会 上諏訪病院 20_⾧野県 諏訪市大手1-17-7

諏訪城東病院 20_⾧野県 諏訪市大手2-3-5

あるがクリニック 20_⾧野県 諏訪市湯の脇2-6-3

みづうみ診療所 20_⾧野県 諏訪市豊田2400-9

たむらこどもクリニック 20_⾧野県 須坂市塩川12-2

つるた泌尿器科 20_⾧野県 須坂市塩川町703-1

旭町医院 20_⾧野県 須坂市上中町183

山本整形外科クリニック 20_⾧野県 須坂市大字日滝古池2191-14

細川医院 20_⾧野県 須坂市南横町1632

小林医院 20_⾧野県 須坂市北原町556

医療法人 山口内科医院 20_⾧野県 須坂市墨坂南3-7-23

菅谷東クリニック 20_⾧野県 千曲市粟佐1552番地

とよき内科 20_⾧野県 千曲市磯部767-4

鴇沢内科クリニック 20_⾧野県 千曲市屋代1041-3

鴇沢眼科 20_⾧野県 千曲市屋代1835

島田クリニック 20_⾧野県 千曲市小島3146-1 コア・モチヅキ2階

市川内科医院 20_⾧野県 千曲市上山田温泉4-11-2

みやばやし小児科アレルギー科 20_⾧野県 千曲市上徳間787-1

医療法人財団大西会 千曲中央病院 20_⾧野県 千曲市大字杭瀬下58

安里医院 20_⾧野県 千曲市内川822-2

市立大町総合病院 20_⾧野県 大町市大町3130番地

いしぞね内科・外科クリニック 20_⾧野県 大町市大町3190-1

野村クリニック 20_⾧野県 大町市大町3502-2

(医)狩谷整形外科医院 20_⾧野県 大町市大町3830-6

横澤内科医院 20_⾧野県 大町市大町4060-8

伊東医院 20_⾧野県 大町市大町4429-4

今井こども医院 20_⾧野県 中野市岩船161-13

⾧野県厚生農業協同組合連合会 北信総

合病院
20_⾧野県 中野市西1丁目5番63号

医療法人聖峰会 佐藤病院 20_⾧野県 中野市大字上今井601番地

関整形外科 20_⾧野県 中野市大字西条972-1

徳竹医院 20_⾧野県 中野市中央1丁目7の3
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金木内科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市安茂里1820

荒井内科小児科医院 20_⾧野県 ⾧野市稲葉1948-1

林リウマチ整形外科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市稲葉618番地

北原メンタルクリニック 20_⾧野県 ⾧野市稲里町中央4-15-7

南⾧野クリニック 20_⾧野県 ⾧野市稲里町中央4-17-7

小林小児科 20_⾧野県 ⾧野市稲里町中氷鉋436-1

クリニックレインボー 20_⾧野県 ⾧野市吉1827-1

医療法人 宮沢医院 20_⾧野県 ⾧野市吉田2-1-29

斎藤脳神経クリニック 20_⾧野県 ⾧野市吉田2-25-11

山岸泌尿器科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市吉田3-12-29

むくろじ小児科 20_⾧野県 ⾧野市吉田5-1-24 パークビル1階

かねばこ内科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市金箱320-2

医療法人悠里会 板倉内科・糖尿病クリ

ニック
20_⾧野県 ⾧野市栗田426-1

栗田病院 20_⾧野県 ⾧野市栗田695

みやじま内科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市高田1261-2

藤井クリニック 20_⾧野県 ⾧野市桜枝町1244-1

宮尾メンタルクリニック 20_⾧野県 ⾧野市三輪10-8-33

朝日ながの病院 20_⾧野県 ⾧野市三輪1-2-43

平野内科小児科医院 20_⾧野県 ⾧野市三輪1247

西沢泌尿器科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市三輪4-1-4

野村耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 ⾧野市三輪6-4-27

おぬま皮膚科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市三輪9-45-15

矢島内科医院 20_⾧野県 ⾧野市三輪田町1300

甘利内科呼吸器科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市篠ノ井会12-2

JA⾧野厚生連 南⾧野医療センター 20_⾧野県 ⾧野市篠ノ井会666-1

くめた整形外科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市篠ノ井杵淵50-5

ゆうき内科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市篠ノ井布施高田1244-1

JA⾧野厚生連 ⾧野松代総合病院附属若

穂病院
20_⾧野県 ⾧野市若穂綿内7615-1

滝澤医院 20_⾧野県 ⾧野市若穂綿内8818

荒山耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 ⾧野市若里1-28-2

クリニックコスモス⾧野 20_⾧野県 ⾧野市小島田町380

介護老人保健施設コスモスさいなみ 20_⾧野県 ⾧野市小島田町449

JA⾧野厚生連 ⾧野松代総合病院 20_⾧野県 ⾧野市松代町松代183

轟医院 20_⾧野県 ⾧野市松代町松代629

ましまクリニック 20_⾧野県 ⾧野市真島町真島2209

⾧野医療生活協同組合 ⾧野中央病院 20_⾧野県 ⾧野市西鶴賀1570

田中病院 20_⾧野県 ⾧野市西和田1-29-8
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イイジマ眼科 20_⾧野県 ⾧野市青木島1-22-9

ナカジマ外科病院 20_⾧野県 ⾧野市青木島1-23-3

河合医院 20_⾧野県 ⾧野市青木島町綱島440

医療法人 川中島クリニック 20_⾧野県 ⾧野市川中島町御厨1942-25

川中島Fメンタルクリニック 20_⾧野県 ⾧野市川中島町今井1478-2

⾧野保健医療大学附属リハビリテー

ションクリニック
20_⾧野県 ⾧野市川中島町今井原11-8

わかまつ呼吸器内科クリニック 20_⾧野県 ⾧野市大字高田549-7

岡田内科 20_⾧野県 ⾧野市大字鶴賀西鶴賀町1528番地

山田記念朝日病院 20_⾧野県 ⾧野市大字南堀135-1

整形外科・リハビリテーション科 児島

医院
20_⾧野県 ⾧野市大豆島1938-4

医療法人新月会 芦沢胃腸科外科 20_⾧野県 ⾧野市大豆島542-1

あらい耳鼻咽喉科 20_⾧野県 ⾧野市檀田2-16-13

ながのファミリークリニック 20_⾧野県 ⾧野市中御所1-12-8

船崎整形外科産婦人科医院 20_⾧野県 ⾧野市中御所4-16-8

小林医院 20_⾧野県 ⾧野市中御所4-7-23

笹井医院 20_⾧野県 ⾧野市津野841

(医)高田整形外科オルソクリニック 20_⾧野県 ⾧野市鶴賀356番地

医療法人公生会 竹重病院 20_⾧野県 ⾧野市田町2099番地

大森整形外科 20_⾧野県 ⾧野市徳間3216

クリニックコスモスあがたまち 20_⾧野県 ⾧野市南県町658

みうらハートクリニック 20_⾧野県 ⾧野市南高田2-8-1

医療法人 三浦医院 20_⾧野県 ⾧野市南高田2丁目7-11

医療法人淳和会 小林病院 20_⾧野県 ⾧野市南千歳1-14-2

榊ペインクリニック 20_⾧野県 ⾧野市南千歳1-7-1

やちやま耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 ⾧野市風間139

降旗醫院 20_⾧野県 ⾧野市風間249-1

むらかみ整形外科 20_⾧野県 ⾧野市豊野町豊野字沖567-1

あらかわ子ども医院 20_⾧野県 ⾧野市北⾧池2072-3

医療法人 おおくぼ眼科 20_⾧野県 ⾧野市末広町1355-5

中島医院 20_⾧野県 ⾧野市柳原2222-6

医療法人つかさ会 山田眼科 20_⾧野県 ⾧野市緑町1102

⾧谷川耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 東御市県124-3

医療法人 碧水会 信濃病院 20_⾧野県 東御市滋野乙3297番地

東御市立みまき温泉診療所 20_⾧野県 東御市布下6-1

JA⾧野厚生連 佐久総合病院 小海分院 20_⾧野県 南佐久郡小海町大字豊里78

清水内科小児科医院 20_⾧野県 飯山市飯山2344

畑山医院 20_⾧野県 飯山市飯山949
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矢澤内科・循環器科医院 20_⾧野県 飯田市育良町2-17-1

さの小児科医院 20_⾧野県 飯田市羽場坂町2345-8

森山医院 20_⾧野県 飯田市丸山町2-6804-3

一般財団法人 中部公衆医学研究所 20_⾧野県 飯田市高羽町6-2-2

飯田山本クリニック 20_⾧野県 飯田市山本3205

古島内科胃腸科医院 20_⾧野県 飯田市主税町5

飯田市立高松診療所 20_⾧野県 飯田市上郷黒田341

のむら内科医院 20_⾧野県 飯田市上郷飯沼1808-1

飯田市立・上村診療所 20_⾧野県 飯田市上村844-2

平岩ウイメンズクリニック 20_⾧野県 飯田市川路4938

浦野耳鼻咽喉科医院 20_⾧野県 飯田市大久保町2553-1

横田医院 20_⾧野県 飯田市大瀬木993-1

久田小児科医院 20_⾧野県 飯田市知久町4-1239

ささき医院 20_⾧野県 飯田市中央通り3-44

宮沢医院 20_⾧野県 飯田市通り町4-1315

飯田橋木下医院 20_⾧野県 飯田市鼎西鼎615-1

社会医療法人健和会 健和会病院 20_⾧野県 飯田市鼎中平1936

菅沼病院 20_⾧野県 飯田市鼎中平1970

曽我医院 20_⾧野県 飯田市鼎東鼎20-2

飯田中央眼科 20_⾧野県 飯田市鼎名古熊567-1

おおぎ整形外科 20_⾧野県 飯田市東和町2-30

西澤産婦人科クリニック 20_⾧野県 飯田市本町4丁目5番地

すきがら医院 20_⾧野県 飯田市鈴加町1-24

加藤医院 20_⾧野県 飯田市鈴加町1ノ20

近藤医院 20_⾧野県 北安曇郡松川村5728-68

みどりクリニック 20_⾧野県 北安曇郡松川村5794-433

JA⾧野厚生連 北アルプス医療センター

あづみ病院
20_⾧野県 北安曇郡池田町大字池田3207番地1

北アルプス医療センター白馬診療所 20_⾧野県 北安曇郡白馬村大字神城21551

よだ整形外科クリニック 20_⾧野県 北佐久郡御代田町2333-1

こまつ内科・消化器内科クリニック 20_⾧野県 北佐久郡御代田町御代田2333-2

井田医院 20_⾧野県 北佐久郡御代田町馬瀬口1949-2

木曽ひよし診療所 20_⾧野県 木曽郡木曽町日義2401-2

大脇医院 20_⾧野県 木曽郡上松町駅前通り1-64

よしだファミリークリニック 21_岐阜県 岐阜市竜田町7-8-1

岐阜なかの内科・内視鏡クリニック 21_岐阜県
岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜

1F

吉田医院 21_岐阜県 安八郡安八町城1-6

おおくま内科クリニック 21_岐阜県 安八郡安八町東結字芝原東1520-1
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いちはら皮フ科クリニック 21_岐阜県 安八郡安八町南條695-1

まつながファミリークリニック 21_岐阜県 安八郡神戸町神戸1705番地1

高田医院 21_岐阜県 安八郡神戸町神戸468番地

下野内科 21_岐阜県 安八郡神戸町神戸955

医療法人社団 洋美会 田中医院 21_岐阜県 安八郡神戸町大字神戸182

ヒフカクリニックのりこ 21_岐阜県 安八郡神戸町八条282-2

小児・アレルギークリニック in GoDo 21_岐阜県 安八郡神戸町北一色582-2

大垣北クリニック 21_岐阜県 安八郡神戸町末守737-1

医療法人 明輪会 荒川医院 21_岐阜県 安八郡輪之内町大吉新田562

赤座医院上印食診療所 21_岐阜県 羽島郡岐南町上印食7-12

社会医療法人 蘇西厚生会 まつなみ健

康増進クリニック
21_岐阜県 羽島郡笠松町泉町10

社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病

院
21_岐阜県 羽島郡笠松町田代185番地の1

片山クリニック 21_岐阜県 羽島郡笠松町田代字若宮1098-1

岡田眼科医院 21_岐阜県 羽島郡笠松町東陽町38-2

森本内科・皮ふ科 21_岐阜県 羽島郡笠松町奈良町119

岐南眼科 21_岐阜県 羽島郡岐南町下印食1-149-2

北田内科クリニック 21_岐阜県 羽島郡岐南町下印食2-45

岐南ほんだクリニック 21_岐阜県 羽島郡岐南町三宅8-137

ぎなん皮ふ科クリニック 21_岐阜県
羽島郡岐南町三宅8-137 ぎなんメディカルス

クエアA区画

しみず整形外科リハビリクリニック 21_岐阜県 羽島郡岐南町上印食5丁目108-1

やまうちクリニック 21_岐阜県 羽島郡岐南町八剣北5丁目79-1

しみずこどもクリニック 21_岐阜県 羽島郡岐南町野中3-34-1

小川医院 21_岐阜県 羽島市下中町城屋敷569

羽島眼科クリニック 21_岐阜県 羽島市舟橋町234

医療法人社団 丹菊整形外科 21_岐阜県 羽島市小熊町島2丁目78番地の1

たかはし眼科クリニック 21_岐阜県 羽島市正木町曲利1057-1

岩佐医院 21_岐阜県 羽島市正木町坂丸2-130

羽島皮膚科内科 21_岐阜県 羽島市竹鼻町丸の内5-15

いのうえ小児科クリニック 21_岐阜県 羽島市竹鼻町狐穴1093-1

河合胃腸科クリニック 21_岐阜県 羽島市竹鼻町狐穴1120-1

医)大島内科クリニック 21_岐阜県 羽島市竹鼻町狐穴2990-1

医療法人 東山会 ⾧良川クリニック 21_岐阜県 羽島市竹鼻町梅ヶ枝町370-1

あさこうクリニック 耳鼻咽喉科・内科 21_岐阜県 羽島市福寿町浅平3-33

福井医院 21_岐阜県 下呂市金山町金山2135-1
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下呂市立金山病院 21_岐阜県 下呂市金山町金山973番地6

医療法人下呂温泉渓泉会 黒木医院 21_岐阜県 下呂市森2456-1

萩原北醫院 21_岐阜県 下呂市萩原町羽根41番地

村瀬眼科クリニック 21_岐阜県 下呂市萩原町花池17-1

大塚耳鼻咽喉科医院 21_岐阜県 下呂市萩原町上村1007-2

特定医療法人隆湶会 南ひだせせらぎ病

院
21_岐阜県 下呂市萩原町西上田1936-1

藤岡医院 21_岐阜県 下呂市萩原町萩原911

カブチ山田クリニック 21_岐阜県 加茂郡七宗町神渕10290-1

濃飛ファミリークリニック 21_岐阜県 加茂郡川辺町西栃井1225-1

医療法人社団 麟生会 田原医院 21_岐阜県 加茂郡川辺町中川辺1544

東白川村国保診療所 21_岐阜県 加茂郡東白川村五加3210

大賀医院 21_岐阜県 加茂郡白川町赤河1431

御嵩クリニック 21_岐阜県 可児郡御嵩町御嵩62番地

桃井病院 21_岐阜県 可児郡御嵩町中2163

田原医院 21_岐阜県 可児郡御嵩町中2424

熊谷医院 21_岐阜県 可児市下恵土184-1

にしむら眼科 21_岐阜県 可児市下恵土4028-2

安田眼科 21_岐阜県 可児市広見1-20

とまつレディースクリニック 21_岐阜県 可児市広見2097番地

堀澤医院 21_岐阜県 可児市広見2310-1

さつきクリニック 21_岐阜県 可児市皐ヶ丘1-168

老人保健施設花トピア可児 21_岐阜県 可児市瀬田1646-3

わかやまクリニック 21_岐阜県 可児市瀬田847-1

独立行政法人地域医療機能推進機構 可

児とうのう病院
21_岐阜県 可児市土田1221番地5

可児さとう内科 21_岐阜県 可児市土田5260-3

西可児眼科クリニック 21_岐阜県 可児市帷子新町2-72

小坂井レディスクリニック 21_岐阜県 海津市海津町馬目393-3

海津市医師会病院 21_岐阜県 海津市海津町福江656-16

医療法人重和会 伊藤内科・神経科 21_岐阜県 海津市南濃町駒野252-1

大井耳鼻咽喉科 21_岐阜県 海津市南濃町松山182-6

森木医院 21_岐阜県 海津市南濃町松山193-5

医療法人 元樹会 辻中医院 21_岐阜県 海津市平田町今尾2933

寺倉医院 21_岐阜県 海津市平田町幡⾧565番地

のぎもりクリニック 21_岐阜県 各務原市鵜沼羽場町1丁目103

医療法人 おると会 榊原整形外科 21_岐阜県 各務原市鵜沼各務原町3-550-8

たけうち内科 21_岐阜県 各務原市鵜沼各務原町6-106

フェニックス総合クリニック 21_岐阜県 各務原市鵜沼各務原町6丁目50番地
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おくだ内科 21_岐阜県 各務原市鵜沼三ツ池町5丁目240番地

米倉胃腸科クリニック 21_岐阜県 各務原市鵜沼西町3丁目131

かわさきクリニック 21_岐阜県 各務原市鵜沼川崎町2-126

あちわ内科胃腸科 21_岐阜県 各務原市鵜沼東町1-113

木村ファミリークリニック 21_岐阜県 各務原市鵜沼東町4丁目178

山田記念クリニック 21_岐阜県 各務原市鵜沼東町5丁目39

恒川医院 21_岐阜県 各務原市鵜沼南町5-36

宇治循環器内科クリニック 21_岐阜県 各務原市各務西町6-40

医療法人 好誠会 西野クリニック 21_岐阜県 各務原市三井町1-55-2

いまいクリニック 21_岐阜県 各務原市小佐野町6-86-1

丹羽医院 21_岐阜県 各務原市前渡西町3-18

浅川クリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原栄町2-23

そはら永田クリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原外山町2-71-1

酒井クリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原柿沢町1丁目47番地

YUKIこどもクリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原興亜町4-6-23

こども循環器クリニック・くの小児科 21_岐阜県 各務原市蘇原新生町2-47

なぎクリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原申子町2-11-2

さくら通り岩本眼科 21_岐阜県 各務原市蘇原瑞穂町1-43-1

横山産院 21_岐阜県 各務原市蘇原瑞穂町2丁目60番地の1

医療法人 ひらの内科クリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原瑞穂町3-76-1

村田眼科 21_岐阜県 各務原市蘇原村雨町3-17

玉田眼科クリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原東島町3-105-1

しももとクリニック 21_岐阜県 各務原市蘇原東島町3-163-3

公立学校共済組合 東海中央病院 21_岐阜県 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2

医療法人 杏野会 各務原病院 21_岐阜県 各務原市東山1-60

横山耳鼻咽喉科 21_岐阜県 各務原市那加吾妻町78

各務原にこファミリークリニック 21_岐阜県 各務原市那加土山町2丁目228

二宮医院 21_岐阜県 各務原市那加南栄町16

各務原宗宮整形外科 21_岐阜県 各務原市那加不動丘1-28-1

横山クリニック 21_岐阜県 各務原市那加北洞町1-414-1

ウェルネス高井クリニック 21_岐阜県 関市稲口774番地4

おつじ内科クリニック 21_岐阜県 関市下有知5226-1

医療社団法人喜久生会 きくいけ整形外

科
21_岐阜県 関市下有知5230-1

おおすが内科クリニック 21_岐阜県 関市笠屋1-80

青山内科 21_岐阜県 関市関口町2-1-43

早川医院 21_岐阜県 関市元重町29

あいDental・Madical Clinic 21_岐阜県 関市山田979-1
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藤井クリニック 21_岐阜県 関市市平賀79-19

中濃厚生病院 21_岐阜県 関市若草通5丁目1番地

医療法人社団 秀洋会 ハートクリニッ

ク 阿知波医院
21_岐阜県 関市出来町12

大前医院おぜ診療所 21_岐阜県 関市小瀬557-1

あずま整形外科 21_岐阜県 関市上白金1062

こがねだ診療所 21_岐阜県 関市上白金511

医療法人社団秀徳会 川村医院 21_岐阜県 関市西田原1321

石原耳鼻咽喉科医院 21_岐阜県 関市西福野町2-15-7

太田医院産婦人科 21_岐阜県 関市西門前町23-4

松原耳鼻いんこう科医院 21_岐阜県 関市池田町100

下條内科クリニック 21_岐阜県 関市仲町6-13

佐曽利ひふ科医院 21_岐阜県 関市辻井戸町1-15

乾医院 21_岐阜県 関市武芸川町高野590-1

平岡医院 21_岐阜県 関市武芸川町谷口834

耳鼻咽喉科・アレルギー科 さいとうク

リニック
21_岐阜県 関市明生町5丁目1番39号

谷口眼科 21_岐阜県 関市緑町2-1-12

えんや内科・糖尿病クリニック 21_岐阜県 岐阜市茜部新所3丁目161-1

まつおクリニック 21_岐阜県 岐阜市茜部新所4-132-1

医療法人 優愛会 たなか耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市茜部中島1-1

あかなべクリニック 21_岐阜県 岐阜市茜部中島1-25-1

あかなべひろせクリニック 21_岐阜県
岐阜市茜部菱野2丁目15番地 理研メディカル

ビル2階

あかなべ眼科 21_岐阜県 岐阜市茜部本郷1丁目8

かとう整形外科クリニック 21_岐阜県 岐阜市粟野西1-397-1

増田医院 21_岐阜県 岐阜市粟野東4-26-2

医療法人社団 双樹会 早徳病院 21_岐阜県 岐阜市宇佐南1-8-1

岐阜中央クリニック 21_岐阜県 岐阜市沖ノ橋町2-9-1

ひろせ内科 21_岐阜県 岐阜市下鵜飼1664-2

加納内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市加納寿町2丁目7番地

広瀬内科医院 21_岐阜県 岐阜市加納上本町3丁目30番地

医療法人 水谷医院 21_岐阜県 岐阜市加納朝日町3-46-10

医療法人 杉浦内科 21_岐阜県 岐阜市加納東丸町2-18

みさお内科外科胃腸科 21_岐阜県 岐阜市加納竜興町3-2

わたなべ皮ふ科 21_岐阜県 岐阜市加納龍興町1-10

竹田クリニック 21_岐阜県 岐阜市河渡3丁目110番地

棚橋耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市霞町24

医療法人 輝翠会 森田整形外科 21_岐阜県 岐阜市芥見3-314
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石原産婦人科 21_岐阜県 岐阜市芥見嵯峨2-145

医療法人社団 稲葉会 芥見診療所 21_岐阜県 岐阜市芥見⾧山3-104

和田医院 21_岐阜県 岐阜市芥見東山12-1

林外科内科 21_岐阜県 岐阜市芥見南山2-8-11

安達整形外科 21_岐阜県 岐阜市芥見南山2-8-4

小島内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市祈年町10-38

シティ・タワー診療所 21_岐阜県
岐阜市橋本町2丁目52 岐阜シティ・タワー43 

3階

朝日大学病院 21_岐阜県 岐阜市橋本町3丁目23番地

医療法人社団 幸紀会 安江病院 21_岐阜県 岐阜市鏡島西2丁目4番14号

河合内科医院 21_岐阜県 岐阜市金園町4丁目32番地

田中医院 21_岐阜県 岐阜市金園町9-8

眼科市橋医院 21_岐阜県 岐阜市金竜町1丁目9番地

はやの耳鼻いんこう科 21_岐阜県 岐阜市月丘町4丁目11-1

すみクリニック 21_岐阜県 岐阜市光樹町48

あいかわ橋クリニック 21_岐阜県 岐阜市向加野2-16-29

加藤医院 21_岐阜県 岐阜市向加野3-6-20

森医院 21_岐阜県 岐阜市香取町3丁目48番地

医療法人社団 誠広会 平野総合病院 21_岐阜県 岐阜市黒野176-5

野々村医院 21_岐阜県 岐阜市黒野306-1

ほそばたクリニック 21_岐阜県 岐阜市細畑3丁目15番10号

鷺山大橋内科医院 21_岐阜県 岐阜市鷺山1257

さぎ山クリニック 21_岐阜県 岐阜市鷺山北町8-29

みたほらクリニック 21_岐阜県 岐阜市三田洞437-11

医療法人社団 厚仁会 操外科病院 21_岐阜県 岐阜市四屋町43番地

なだこどもとアレルギーのクリニック 21_岐阜県 岐阜市市橋3-9-7

中山耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市市橋4丁目13-6

岐阜市民病院 21_岐阜県 岐阜市鹿島町1-7

加納内科リウマチ科糖尿病内科クリ

ニック
21_岐阜県 岐阜市住ノ江町2-1

小牧内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市昭和町2丁目11番地

かさい内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市上尻毛日吉125

加野医院 21_岐阜県 岐阜市上新町14

平野内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市上土居1丁目16-5

河田医院 21_岐阜県 岐阜市城田寺311

やまが整形外科 21_岐阜県 岐阜市真砂町9-15

野川眼科医院 21_岐阜県 岐阜市神室町4-31

しもむら医院 21_岐阜県 岐阜市神室町5-3
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小木曾医院 21_岐阜県 岐阜市神田町2-4

小坂内科 21_岐阜県 岐阜市神田町6丁目10

安田こどもクリニック 21_岐阜県 岐阜市菅生7-5-16

城東内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市正法寺町28番地

医療法人 高井外科 21_岐阜県 岐阜市正木1978-72

ささきクリニック 21_岐阜県 岐阜市清760-5

阪野クリニック 21_岐阜県 岐阜市清住町1-22

かわぐちクリニック 21_岐阜県 岐阜市清住町2-16 萬甚ビル1F

よしおか耳鼻科クリニック 21_岐阜県 岐阜市西改田川向130-1

こじま内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市西中島7-5-15

高牟礼耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市西野町5丁目53番地

松井医院 21_岐阜県 岐阜市石原3-116

みながわ内科・循環器科クリニック 21_岐阜県 岐阜市折立895番地1

安江内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市雪見町2-17

医療法人 慶睦会 千手堂病院 21_岐阜県 岐阜市千手堂中町1-25

岐阜清流病院 21_岐阜県 岐阜市川部3-25

⾧森こどもクリニック 21_岐阜県 岐阜市前一色2丁目20-14

高橋眼科医院 21_岐阜県 岐阜市早田栄町1-23

いまいずみクリニック 21_岐阜県 岐阜市早田栄町4-23

医療法人 敬栄会 大野整形外科クリ

ニック
21_岐阜県 岐阜市則武西1丁目20番5

眼科林クリニック 21_岐阜県 岐阜市大洞柏台4-3-3

戸谷内科 21_岐阜県 岐阜市大福町8-35

医療法人 渡邉会 しま医院 21_岐阜県 岐阜市池之上町4丁目74番地

医療法人 清友会 笠松病院 21_岐阜県 岐阜市中鶉3丁目11番地

なかうずらクリニック 21_岐阜県 岐阜市中鶉7-72-1

あおぞらこころクリニック 21_岐阜県 岐阜市⾧住町2-3 岐阜ビルディング5階

加藤医院 21_岐阜県 岐阜市⾧住町9-18

棚橋内科 21_岐阜県 岐阜市⾧森本町1-8-6

⾧森さのクリニック 21_岐阜県 岐阜市⾧森本町2-12-22

⾧良医療センター 21_岐阜県 岐阜市⾧良1300番地7

医療法人 和田内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市⾧良2丁目156番地

小倉医院 21_岐阜県 岐阜市⾧良葵町1-2-3

医療法人 啓幸会 上久保内科クリニッ

ク
21_岐阜県 岐阜市⾧良小松町2-10

ながら耳鼻科・内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市⾧良東2-127-1

くわはら皮膚科 21_岐阜県 岐阜市⾧良東2-63

三輪こどもクリニック 21_岐阜県 岐阜市⾧良東2丁目63番地

MIWA内科胃腸科CLINIC 21_岐阜県 岐阜市⾧良東3-3
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新美クリニック 21_岐阜県 岐阜市都通1-6

松岡整形外科・内科 リハビリテーショ

ン
21_岐阜県 岐阜市東金宝町2-12-6

あんどう内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市東駒爪町5番地

岐阜外科 21_岐阜県 岐阜市東中島1-17-8

いちき皮膚科 21_岐阜県 岐阜市東島3-9-13

くまざき内科 21_岐阜県 岐阜市日置江1-72

服部耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市日野南3-5-15

不破クリニック 21_岐阜県 岐阜市日野北5-11-15

きさらぎ内科 21_岐阜県 岐阜市如月町6-36-1

岩砂病院・岩砂マタニティ 21_岐阜県 岐阜市八代1-7-1

⾧良内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市八代2-11-1

村瀬内科胃腸科クリニック 21_岐阜県 岐阜市美島町2-13

佐久間耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市美島町3-21-1

細野医院 21_岐阜県 岐阜市福光西3-9-13

まついファミリアクリニック 21_岐阜県 岐阜市福光東3-9-7

岸本医院 21_岐阜県 岐阜市福光南町14-15

三好クリニック 21_岐阜県 岐阜市北一色5丁目2-11

佐久間眼科医院 21_岐阜県 岐阜市北一色7-12-16

三好内科医院 21_岐阜県 岐阜市北一色9丁目1番27号

よしだスマイルクリニック 21_岐阜県 岐阜市本荘西3-118

なかのまちクリニック 21_岐阜県 岐阜市本荘中ノ町10-29-1

東クリニック 21_岐阜県 岐阜市又丸宮東20-1

坂井クリニック 21_岐阜県 岐阜市万代町2-3

近藤ゆか耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市野一色6-8-6

医療法人社団 慈朋会 澤田病院 21_岐阜県 岐阜市野一色7-2-5

やまだ整形外科・内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市柳津町下佐波1丁目3

まるの内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市柳津町丸野1-70-1

矢田眼科クリニック 21_岐阜県
岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜

1F

たけのうちクリニック 21_岐阜県 岐阜市柳津町高桑東3-16

黒田内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市柳津町上佐波西3丁目151番地

医療法人 坦水会 操健康クリニック 21_岐阜県 岐阜市薮田南1丁目4-20

医療法人 大輪会 大橋・谷整形外科 21_岐阜県 岐阜市薮田南3-12-17

はやし内科クリニック 21_岐阜県 岐阜市領下6-25-1

領下眼科クリニック 21_岐阜県 岐阜市領下6-25-1

みやざき耳鼻咽喉科 21_岐阜県 岐阜市領下6-25-1

おぐしクリニック 21_岐阜県 岐阜市領下6丁目87番地

中原クリニック 21_岐阜県 岐阜市浪花町2-15
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大和医院 21_岐阜県 郡上市大和町徳永788

社会医療法人 白鳳会 鷲見病院 21_岐阜県 郡上市白鳥町白鳥2-1

医療法人社団 福寿会 石井医院 21_岐阜県 郡上市白鳥町白鳥405番地

杉下医院 21_岐阜県 郡上市八幡町五町3-15-2

八幡病院 21_岐阜県 郡上市八幡町桜町278

医療法人社団 鼎会 堀谷医院 21_岐阜県 郡上市八幡町中坪1-7

郡上市医師会 21_岐阜県 郡上市八幡町島谷1265-5

ばんの内科 21_岐阜県 郡上市美並町白山779

十全堂医院 21_岐阜県 恵那市中野方町2764-1

おがわ医院 21_岐阜県 恵那市⾧島町永田332-113

恵那ファミリークリニック 21_岐阜県 恵那市⾧島町正家3-9-12

度会医院 21_岐阜県 恵那市⾧島町中野301-6

医療法人社団恵嶺会  林 外科内科 21_岐阜県 恵那市⾧島町中野312-2

おおさわ医院 21_岐阜県 恵那市明智町109-17

尾崎医院 21_岐阜県 恵那市明智町874-3

加藤耳鼻咽喉科医院 21_岐阜県 高山市花里町1-178

大沼内科消化器科クリニック 21_岐阜県 高山市桐生町5-187-1

特定医療法人 生仁会 須田病院 21_岐阜県 高山市国府町235番地5

高井整形外科眼科医院 21_岐阜県 高山市初田町3-50

さもりファミリークリニック 21_岐阜県 高山市新宮町683-1

西之一色内科クリニック 21_岐阜県 高山市西之一色町3-1189-4

のりくらファミリー眼科 21_岐阜県 高山市大新町5丁目162-1

久美愛厚生病院 21_岐阜県 高山市中切町1番地1

水口医院 21_岐阜県 高山市天満町2-117

高山赤十字病院 21_岐阜県 高山市天満町3丁目11番地

あらいクリニック 21_岐阜県 山県市高富2119-1

医療法人ファミリークリニック 鳥沢ク

リニック
21_岐阜県 山県市高木1016-1

医療法人 真心会 さくらクリニック 21_岐阜県 瑞穂市稲里689-3

国枝医院 21_岐阜県 瑞穂市牛牧801-1

高木クリニック 21_岐阜県 瑞穂市古橋1075-1

名和内科 21_岐阜県 瑞穂市重里2005

京極こどもクリニック 21_岐阜県 瑞穂市只越460-5

若園医院 21_岐阜県 瑞穂市唐栗273番地

宇土医院 21_岐阜県 瑞穂市馬場小城町1-82

下野眼科クリニック 21_岐阜県 瑞穂市馬場上光町1-106

明石クリニック 21_岐阜県 瑞穂市馬場上光町1-106

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック 21_岐阜県 瑞穂市別府726-5

ほづみ整形外科医院 21_岐阜県 瑞穂市別府790-1
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朝日大学医科歯科医療センター 21_岐阜県 瑞穂市穂積1851番地の1

熊田医院耳鼻咽喉科 21_岐阜県 瑞穂市本田1046-1

みずほクリニック mizuho clinic 21_岐阜県 瑞穂市本田556-1

勝股医院 21_岐阜県 瑞浪市稲津町小里725-1

澤﨑内科クリニック 21_岐阜県 瑞浪市益見1-125

宮川クリニック 21_岐阜県 瑞浪市宮前町2-38

わだ内科外科クリニック 21_岐阜県 瑞浪市山田町671-11

明生クリニック 21_岐阜県 瑞浪市小田町62

東濃中央クリニック 21_岐阜県 瑞浪市松ヶ瀬町1丁目14-1

タチ医院 21_岐阜県 瑞浪市土岐町20番地の1

多治見クリニック 21_岐阜県 多治見市音羽町2-51

笠原診療所 21_岐阜県 多治見市笠原町2837-2

後藤医院 21_岐阜県 多治見市笠原町3110-1

希望ヶ丘クリニック 21_岐阜県 多治見市希望ヶ丘4-58

池庭医院 21_岐阜県 多治見市宮前町2-16

まえかわペインクリニック 21_岐阜県 多治見市広小路2-63

内科・心臓血管内科 松下クリニック 21_岐阜県 多治見市根本町3丁目93-1

水谷心療内科 21_岐阜県 多治見市若松町3-33

多治見眼科院 21_岐阜県 多治見市十九田町2-68-2

いちはらこどもクリニック 21_岐阜県 多治見市小田町5-10

医療法人仁寿会 サニーサイドホスピタ

ル
21_岐阜県 多治見市小名田町西ヶ洞1-648

タジミ第一病院 21_岐阜県 多治見市小名田町西ヶ洞1-648

医療法人仁寿会 介護老人保健施設アル

マ・マータ
21_岐阜県 多治見市小名田町西ヶ洞71-1

多治見市民病院 21_岐阜県 多治見市前畑町3-43

中村こどもクリニック 21_岐阜県 多治見市前畑町3-76-4

たじみ陶都眼科 21_岐阜県 多治見市前畑町4丁目121-3

横田耳鼻咽喉科 21_岐阜県 多治見市太平町4-53-1

おざき整形外科 21_岐阜県 多治見市太平町6-14

いながけ医院 21_岐阜県 多治見市滝呂町17-77-7

まもる耳鼻咽喉科 21_岐阜県 多治見市白山町1-238 ヤマカ駅北ビル1階

安藤クリニック 21_岐阜県 多治見市豊岡町3-65

たじみ岩瀬眼科 21_岐阜県
多治見市本町3-101-1 クリスタルプラザ多治

見4F

(医)恵仁会 林かつひこ内科 21_岐阜県 多治見市明和町4-4-9

⾧沢整形外科 21_岐阜県 大垣市稲葉東3丁目18-1

医療法人 秀央会 もりレディースクラ

ブクリニック
21_岐阜県 大垣市河間町1-13
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なわ医院・乳腺クリニック 21_岐阜県 大垣市開発町3丁目25-1

沼口医院 21_岐阜県 大垣市笠木町650

はぶクリニック 21_岐阜県 大垣市宮町1-1

医療法人昇陽会 城北整形外科クリニッ

ク
21_岐阜県 大垣市桐ヶ崎町80番地

医療法人社団豊正会 大垣中央病院 21_岐阜県 大垣市見取町4丁目2番地

竹中医院 21_岐阜県 大垣市室村町1-54-2

田辺内科医院 21_岐阜県 大垣市上面2丁目92-2

医療法人社団泉周会 水野こどもクリ

ニック
21_岐阜県 大垣市新町2-100

松岡内科クリニック 21_岐阜県 大垣市新田町2-14

細川おなかクリニック 21_岐阜県 大垣市世安町2-68-7

いはらクリニック 21_岐阜県 大垣市青墓町1丁目131

医療法人社団全徳会 大垣セントラルク

リニック
21_岐阜県 大垣市赤坂新田一丁目63-1

大屋クリニック 21_岐阜県 大垣市浅中3-9-1

赤坂あきたクリニック 21_岐阜県 大垣市草道島町508番地

むらいクリニック 21_岐阜県 大垣市大井2-44-2

はしもと内科糖尿病・内分泌クリニッ

ク
21_岐阜県 大垣市築捨町2丁目94

大垣バイパス医院 21_岐阜県 大垣市中野町5-419-1

小嶋内科クリニック 21_岐阜県 大垣市⾧松町1261-1

サクマ医院 21_岐阜県 大垣市鶴見町721-1

大橋医院 21_岐阜県 大垣市伝馬町104-1

大井内科クリニック 21_岐阜県 大垣市東前1-58

はやかわクリニック 21_岐阜県 大垣市東町2丁目7-1

河野小児科 21_岐阜県 大垣市藤江町2丁目123番地

医療法人 麋城会  名和病院 21_岐阜県 大垣市藤江町6丁目50番地

青木眼科医院 21_岐阜県 大垣市南高橋町2-11

医療法人社団 勝眞会 とみだ内科 21_岐阜県 大垣市南頬町4-144

清水皮膚科 21_岐阜県 大垣市馬場町1-1

池田内科 21_岐阜県 大垣市番組町2-16

医療法人社団 正和会 馬渕病院 21_岐阜県 大垣市美和町1831

北條クリニック 21_岐阜県 大垣市福田町57-1

さとう内科クリニック 21_岐阜県 大垣市北方町4-103

ほり眼科 21_岐阜県 大垣市北方町4-91-1

医療法人 桜遊会 墨俣医院 21_岐阜県 大垣市墨俣町上宿874-1

医)相生会 稲川耳鼻咽喉科 21_岐阜県 大垣市本町1-46

かんべ内科クリニック 21_岐阜県 大垣市木戸町2丁目80番地
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松岡医院 21_岐阜県 大垣市林町10丁目1307-3

富田こどもクリニック 21_岐阜県 大垣市林町10丁目71番地1

北村医院 21_岐阜県 大垣市林町1-50

大垣在宅クリニック 21_岐阜県 大垣市林町6-80-55 AOKI大垣駅北口ビル2階

大垣徳洲会病院 21_岐阜県 大垣市林町6丁目85-1

森耳鼻咽喉科医院 21_岐阜県 大垣市林町7-672

小野医院 21_岐阜県 中津川市茄子川1214-4

ふなはしファミリークリニック 21_岐阜県 中津川市茄子川2190-5

笠木医院 21_岐阜県 中津川市茄子川上諏訪1597-43

服部内科クリニック 21_岐阜県 中津川市駒場1547-20

近藤クリニック 21_岐阜県 中津川市坂下407-1

中津川市国民健康保険 坂下診療所 21_岐阜県 中津川市坂下722番地1

木村眼科 21_岐阜県 中津川市手賀野400-1

林メディカルクリニック 21_岐阜県 中津川市新町5-6

田口クリニック耳鼻咽喉科気管食道科 21_岐阜県 中津川市中一色町3-26

にしおクリニック 21_岐阜県 中津川市中津川964-274

城山病院 21_岐阜県 中津川市苗木3725-2

医療法人 白龍会 上田医院 21_岐阜県 中津川市苗木7424

医療法人 守生会 丹羽内科・ペインク

リニック
21_岐阜県 中津川市福岡939-16

中川医院 21_岐阜県 中津川市落合207-5

落合診療所 21_岐阜県 中津川市落合989-9

川越クリニック 21_岐阜県 土岐市妻木町1419-1

医療法人 慈杏会 熊谷医院 21_岐阜県 土岐市泉郷町4-1

医療法人 和敬会 タカギクリニック 21_岐阜県 土岐市泉神栄町4丁目5番地

河合クリニック 21_岐阜県 土岐市泉町久尻11-6

やまむら整形外科 21_岐阜県 土岐市泉町久尻47-1

いしぐろクリニック 21_岐阜県 土岐市泉町久尻516-17

佐分利クリニック 21_岐阜県 土岐市土岐口南町4丁目45番

土岐眼科クリニック 21_岐阜県 土岐市肥田浅野笠神町2-22

国民健康保険飛騨市河合診療所 21_岐阜県 飛騨市河合町角川565

国民健康保険飛騨市宮川診療所 21_岐阜県 飛騨市宮川町野首23番地2

玉舎クリニック 21_岐阜県 飛騨市古川町若宮1丁目7-56

江尻内科循環器科クリニツク 21_岐阜県 飛騨市古川町上気多631-1

河合医院 21_岐阜県 飛騨市古川町弐之町2-17

工藤医院 21_岐阜県 飛騨市神岡町殿789-4

わたなべ内科クリニック 21_岐阜県 美濃加茂市深田町3-19-1

いど眼科 21_岐阜県 美濃加茂市西町7-296
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安藤小児科 21_岐阜県 美濃加茂市太田町2820-1

太田病院・太田メディカルクリニック 21_岐阜県 美濃加茂市太田町2855-1

特定医療法人 録三会 太田病院 21_岐阜県 美濃加茂市太田町2855-1

おきなか皮フ科 21_岐阜県 美濃加茂市大手町2丁目23-2

山手クリニック 21_岐阜県 美濃加茂市田島町2-13-15

滝谷医院 21_岐阜県 美濃市下河和516

なかの内科クリニック 21_岐阜県 美濃市広岡町2932-1

みの⾧村医院 21_岐阜県 美濃市上条1390-1

ふるた内科クリニック 21_岐阜県 美濃市蕨生143-5

国保関ケ原診療所 21_岐阜県 不破郡関ケ原町2490-29

浅野医院 21_岐阜県 不破郡関ケ原町関ケ原1102-1

古井医院 21_岐阜県 不破郡垂井町1102-1

不破医院 21_岐阜県 不破郡垂井町宮代1674-1

やまざきキッズクリニック 21_岐阜県 不破郡垂井町東神田2丁目30番地

いとう耳鼻咽喉科 21_岐阜県 本巣郡北方町加茂473番地

北方ひまわりクリニック 21_岐阜県 本巣郡北方町曲路2-136

高屋伊勢田耳鼻咽喉科 21_岐阜県 本巣郡北方町高屋伊勢田2-107-1

さとうファミリークリニック 21_岐阜県 本巣郡北方町小柳1丁目95番地

医療法人 幸仁会 白木医院 21_岐阜県 本巣市下真桑716番地

まくわクリニック 21_岐阜県 本巣市軽海495-7

フラワーアイクリニック 21_岐阜県 本巣市三橋1100 モレラ岐阜1F

糸貫内科クリニック 21_岐阜県 本巣市三橋205-1

えさきクリニック 21_岐阜県 本巣市三橋3丁目60番

堀部クリニック 21_岐阜県 本巣市仏生寺24-5

若原整形外科 21_岐阜県 揖斐郡大野町黒野117番地の2

小森眼科 21_岐阜県 揖斐郡大野町中之元1124

ふじい内科クリニック 21_岐阜県 揖斐郡池田町本郷917-1

小林医院 21_岐阜県 揖斐郡揖斐川町黒田439

⾧瀬診療所 21_岐阜県 揖斐郡揖斐川町谷汲⾧瀬1510

さくまクリニック 21_岐阜県 養老郡養老町押越533

大橋整形外科 21_岐阜県 養老郡養老町押越670-1

船戸クリニック 21_岐阜県 養老郡養老町船附1344

養老整形外科クリニック 21_岐阜県 養老郡養老町大跡534番地

一般財団法人福祉医療推進事業団あか

りクリニック
22_静岡県 掛川市上西郷528-1

広田クリニック 22_静岡県 掛川市緑ケ丘2-22-16

田中消化器科クリニック 22_静岡県 静岡市葵区音羽町8-3

広瀬整形外科 22_静岡県 静岡市葵区西千代田町10-32
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大川胃腸科外科 22_静岡県 静岡市駿河区南町2-1-11

大脇産婦人科医院 22_静岡県 浜松市中区曳馬3-3-22

おとなとこどものじん泌尿器科クリ

ニック
22_静岡県 浜松市中区萩丘4-8-24

医療法人社団桃璃会 安達産婦人科クリ

ニック
22_静岡県 三島市寿町2-26

まさき耳鼻科医院 22_静岡県 伊東市宇佐美1936-29

有限会社おおぞら おおぞら薬局 22_静岡県 伊東市岡217-28

高野医院 22_静岡県 伊東市荻398-31

伊東吉田眼科耳鼻科クリニック 22_静岡県 伊東市吉田573-1

藤井クリニック 22_静岡県 伊東市銀座元町6-19

阿部脳神経外科医院 22_静岡県 伊東市玖須美元和田727-128

許田医院 22_静岡県 伊東市幸町4-17

佐藤産婦人科医院 22_静岡県 伊東市松原湯端町3-18

はぁとふる内科・泌尿器科 川奈 22_静岡県 伊東市川奈1225-231

医療法人社団方円会 伊東つくしクリ

ニック
22_静岡県 伊東市湯川1-14-13 湯の花天満ビル2階

伊豆高原ゆうゆうの里診療所 22_静岡県 伊東市八幡野1027

伊豆高原メディカルたかやなぎ整形外

科
22_静岡県 伊東市八幡野1191-6

はぁとふる内科・泌尿器科 伊豆高原 22_静岡県 伊東市八幡野947-651

医療法人社団いずみ会 メディカルはば

法華塚
22_静岡県 伊東市富戸1034-5

医療法人社団いずみ会 メディカルはば

伊豆高原
22_静岡県 伊東市富戸1317-4117

横山医院 22_静岡県 伊東市和田1-4-20

岸クリニック 22_静岡県 伊豆の国市四日町664-2

矢田レディースクリニック 22_静岡県 伊豆の国市宗光寺925-1

(医)同仁会 伊豆⾧岡小児クリニック 22_静岡県 伊豆の国市中894-4

伊豆韮山温泉病院 22_静岡県 伊豆の国市中條234番地

大仁耳鼻咽喉科 22_静岡県 伊豆の国市田京270-5

杉本医院 22_静岡県 伊豆の国市南條1629番地の1

エムオーエー奥熱海クリニック 22_静岡県 伊豆の国市浮橋1606-1

青山内科クリニック 22_静岡県 伊豆市加殿46-6

医療法人全心会 伊豆慶友病院 伊豆慶

友介護医療院 老健つきがせ
22_静岡県 伊豆市月ヶ瀬380-2

医療法人社団同仁会 中島病院 22_静岡県 伊豆市松ヶ瀬75

加藤内科 22_静岡県 伊豆市土肥446-21

紀平クリニック 22_静岡県 伊豆市柏久保503-1
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修善寺クリニック 22_静岡県 伊豆市柏久保609

医療法人社団 すずき耳鼻咽喉科・小児

科
22_静岡県 伊豆市柏久保新町1276

菊池医院 22_静岡県 下田市一丁目18-20

鈴木クリニック 22_静岡県 下田市河内277-8

上の山鎮目クリニック 22_静岡県 下田市柿崎432-1

小澤眼科医院 22_静岡県 下田市東本郷1-15-21

小川クリニック 22_静岡県 下田市蓮台寺180-1

公益社団法人 地域医療振興協会 伊豆

今井浜病院
22_静岡県 賀茂郡河津町見高178

宇野眼科クリニック 22_静岡県 賀茂郡松崎町宮内329-2

医療法人 慈愛会 石田医院 22_静岡県 賀茂郡松崎町江奈243-3

池田医院 22_静岡県 賀茂郡西伊豆町宇久須417-2

康心会 伊豆東部病院 22_静岡県 賀茂郡東伊豆町稲取17-2

なかむら医院 22_静岡県 賀茂郡東伊豆町奈良本1240-86

太田整形外科 22_静岡県 賀茂郡東伊豆町片瀬573-5

森岡整形外科 22_静岡県 掛川市横須賀1321-20

医療法人社団光輪会 永尾医院 22_静岡県 掛川市横須賀1488

家代の里クリニック 22_静岡県 掛川市家代の里2-1-1

金子医院 22_静岡県 掛川市子隣171-1

ながやま医院 22_静岡県 掛川市杉谷南2-14-8

医療法人社団 川口会 川口会病院 22_静岡県 掛川市大池680

伊東内科クリニック 22_静岡県 掛川市大池964

医療法人社団 あさひ耳鼻咽喉科村上医

院
22_静岡県 掛川市中央1丁目9-1

桜木レディ-スクリニック 22_静岡県 掛川市富部782-1

笠井医院 22_静岡県 菊川市朝日4-1

いしはま医院 22_静岡県 湖西市岡崎882-49

川口整形外科 22_静岡県 湖西市岡崎字伊賀谷2586-38

新村医院 22_静岡県 湖西市新居町新居3354-27

クリニック井田 22_静岡県 湖西市新居町中之郷3636-20

あらい眼科 22_静岡県 湖西市新居町浜名205-1

浜名病院 22_静岡県 湖西市新所岡崎梅田入会地15番地の70

新所原医院 22_静岡県 湖西市新所原二丁目5-26

西遠皮膚科アレルギークリニック 22_静岡県 湖西市鷲津3318-1

牛田クリニック 22_静岡県 湖西市鷲津786-1

宮内診療所 22_静岡県 御前崎市宮内226-5

市立御前崎総合病院 22_静岡県 御前崎市池新田2060

おまえざき痛みのクリニック 22_静岡県 御前崎市池新田2446-1
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池新田クリニック 22_静岡県 御前崎市池新田2961-33

賛育会 東海診療所 22_静岡県 御前崎市池新田4090-1

座光寺医院 22_静岡県 御前崎市白羽5243-3

時之栖・神山クリニック 22_静岡県 御殿場市神山1913-229

渡辺整形外科内科医院 22_静岡県 御殿場市川島田1420-2

齋藤医院 22_静岡県 御殿場市中山540

ファミリークリニック たうち小児科医

院
22_静岡県 御殿場市田中2017-3

安田内科小児科医院 22_静岡県 御殿場市東田中2-13-15

医療法人社団ふくろう かみお呼吸器ク

リニック
22_静岡県 御殿場市萩原1142-33

ひまわり呼吸器科 22_静岡県 御殿場市富士見1-1-3

勝田脳神経外科 22_静岡県 御殿場市北久原196番地1

中川内科医院 22_静岡県 三島市寿町3-53(松井ビル3階)

医)社団一寿会 関野医院 22_静岡県 三島市寿町9-23

道上医院 22_静岡県 三島市新谷30-4

増田形成外科皮膚科医院 22_静岡県 三島市西本町2-1

医療法人社団 たぐま会 鈴木整形外科

医院
22_静岡県 三島市泉町12-35

坂本胃腸・内科医院 22_静岡県 三島市大宮町3-16-5

桜ヶ丘こどもクリニック 22_静岡県 三島市谷田523-7

三島総合病院 22_静岡県 三島市谷田字藤久保2276

田中産婦人科医院 22_静岡県 三島市中央町6-23

本橋耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 三島市東本町1-16-12

医療法人社団 光風会 田内内科医院 22_静岡県 三島市東本町1-16-30

桜井内科クリニック 22_静岡県 三島市徳倉4-12-1

渡辺整形外科 22_静岡県 三島市萩188

北上クリニック 22_静岡県 三島市萩283-4

森町家庭医療クリニック 22_静岡県 周智郡森町草ケ谷387-1

自衛隊富士病院 22_静岡県 駿東郡須走481-27

ひがしおかメディケアクリニック 22_静岡県 駿東郡清水町柿田181-9

医療法人社団 健奨会 遠藤クリニック 22_静岡県 駿東郡清水町久米田159-4

アミクリニック 耳鼻咽喉科 22_静岡県 駿東郡清水町⾧沢585-1

静岡医療センター 22_静岡県 駿東郡清水町⾧沢762-1

おおしろ整形外科クリニック 22_静岡県 駿東郡清水町堂庭184-5

薬袋内科クリニック 22_静岡県 駿東郡清水町徳倉1004

すずき消化器科クリニック 22_静岡県 駿東郡清水町徳倉1600-6

島田産婦人科医院 22_静岡県 駿東郡清水町伏見38-1

やぐち内科・循環器科クリニック 22_静岡県 駿東郡清水町伏見51-6
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杉山医院(清水町) 22_静岡県 駿東郡清水町伏見9

ウスイクリニック 22_静岡県
駿東郡⾧泉町下土狩1293-1 南駿農協下土狩ビ

ル2F

花メディカルクリニック 22_静岡県 駿東郡⾧泉町下土狩636

内藤耳鼻咽喉科クリニック 22_静岡県 駿東郡⾧泉町桜堤1-8-11

森本神経内科クリニック 22_静岡県 駿東郡⾧泉町竹原313-15

南一色セントラル内科 22_静岡県 駿東郡⾧泉町南一色283-1

山本整形外科・循環器科 22_静岡県 駿東郡⾧泉町南一色425-1

医療法人社団 聡誠会 池田病院 22_静岡県 駿東郡⾧泉町本宿411-5

なつニューロクリニック 22_静岡県 沼津市下香貫石原1282-2

坂小児科医院 22_静岡県 沼津市下香貫前原1473-7

医療法人 桂名会 瀬尾記念慶友病院 22_静岡県 沼津市下香貫島郷2773-1

福士内科クリニック 22_静岡県 沼津市下香貫藤井原1619-8

白十字小児科医院 22_静岡県 沼津市下香貫馬場488-1

三島耳鼻咽喉科クリニック 22_静岡県 沼津市下香貫樋ノ口1706-1

医療法人社団 賢仁会 杉山病院 22_静岡県 沼津市錦町3番地の5

増田医院 22_静岡県 沼津市原1077

よざ小児科医院 22_静岡県 沼津市原1788-5

はら仙石医院 22_静岡県 沼津市原町中2-12-1

大沢医院 22_静岡県 沼津市御幸町14-12

駿東整形外科医院 22_静岡県 沼津市高沢町6-1

東医院 22_静岡県 沼津市高沢町6-8

小林医院 22_静岡県 沼津市今沢680-3

萩野クリニック 22_静岡県 沼津市根古屋307-1

矢田眼科クリニック 22_静岡県 沼津市三枚橋町5-20

白石医院 22_静岡県 沼津市市道町12-25

大沢ハートクリニック 22_静岡県 沼津市若葉町4-14

金元整形外科医院 22_静岡県 沼津市松⾧740-7

岡田医院 22_静岡県 沼津市新宿町4-1

べっく・メディカル・クリニック 22_静岡県 沼津市西沢田338-1

勝呂医院 22_静岡県 沼津市千本中町19

永野医院 22_静岡県 沼津市大岡1401-1

青沼胃腸科クリニック 22_静岡県 沼津市大岡836-18

介護老人保健施設おおひら 22_静岡県 沼津市大平1117-1

岩渕内科医院 22_静岡県 沼津市添地町177

心療内科ゆうゆう 22_静岡県 沼津市添地町85 大久保第2ビル2階

さとやま整形外科内科 22_静岡県 沼津市東原560-1

髙遠内科クリニック 22_静岡県 沼津市東椎路922-1

神戸整形外科 22_静岡県 焼津市宗高1497-2
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こだいらクリニック 22_静岡県 焼津市小川1036-1

ながたクリニック 22_静岡県 焼津市小柳津343-1

⾧岡内科 22_静岡県 焼津市西小川4丁目12-3

天野医院 22_静岡県 焼津市石津7番地

本多小児科医院 22_静岡県 焼津市大栄町2-1-5

岩崎小児科医院 22_静岡県 焼津市大島735-173

須藤皮膚科 22_静岡県 焼津市中新田593-1

山下内科医院 22_静岡県 焼津市本町2-12-8 ヴィラマリソール焼津101

篠原医院 22_静岡県 焼津市本町5-11-18

千内科クリニック 22_静岡県 榛原郡吉田町神戸2067-10

田中クリニック 22_静岡県 裾野市伊豆島田810-7

川田こどもクリニック 22_静岡県 裾野市伊豆島田834-4

かやま産科婦人科医院 22_静岡県 裾野市岩波124-2

高桑医院岩波診療所 22_静岡県 裾野市岩波92

新井内科クリニック 22_静岡県 裾野市久根537-2

医療法人社団 榮紀会 東名裾野病院 22_静岡県 裾野市御宿1472

原医院 22_静岡県 裾野市佐野1040

医療法人社団 同愛会 鈴木医院 22_静岡県 裾野市佐野1471-1

むらまつ眼科医院 22_静岡県 裾野市深良804-1

須山診療所 22_静岡県 裾野市須山570-1

芹沢耳鼻咽喉科クリニック 22_静岡県 裾野市茶畑311番地2

⾧谷通りクリニック 22_静岡県 静岡市葵区安東1-21-9

レディースクリニック古川 22_静岡県 静岡市葵区安東3-10-5

鈴木内科医院 22_静岡県 静岡市葵区安部口新田526-3

すながわこどもクリニック 22_静岡県 静岡市葵区井宮町103-1

静岡市国民健康保険井川診療所 22_静岡県 静岡市葵区井川1133-2

江良医院 22_静岡県 静岡市葵区岳美2-13

第一駿府病院 22_静岡県 静岡市葵区沓谷1丁目30番20号

さくら眼科 22_静岡県 静岡市葵区沓谷5-7-4

古庄さとう泌尿器科クリニック 22_静岡県 静岡市葵区古庄3-2-72

置塩泌尿器科クリニック 22_静岡県 静岡市葵区呉服町1-1-2-8F

あきやま呼吸器クリニック 22_静岡県 静岡市葵区呉服町2-2-30

勝又小児科アレルギー科医院 22_静岡県 静岡市葵区紺屋町12-5

はとりこどもクリニック 22_静岡県 静岡市葵区山崎1丁目26-4

医療法人社団 平慈会 平野医院 22_静岡県 静岡市葵区昭和町5-5

星野医院 22_静岡県 静岡市葵区上足洗2丁目11-45

上土整形外科・スポーツクリニック 22_静岡県 静岡市葵区上土2丁目13-14

吉岡菊川耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 静岡市葵区上土2丁目7-37
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城北共立クリニック 22_静岡県 静岡市葵区城北111-1

浜本整形外科医院 22_静岡県 静岡市葵区城北40-5

耳鼻咽喉科荒木医院 22_静岡県 静岡市葵区新伝馬2-9-22

医療法人社団 白鳥下村会 白鳥内科ク

リニック
22_静岡県 静岡市葵区神明町103-2

松浦内科 22_静岡県 静岡市葵区水落町12-14

小児科内科 杉山医院 22_静岡県 静岡市葵区瀬名川2丁目23-21

瀬名こどもクリニック 22_静岡県 静岡市葵区瀬名中央3丁目28-20

マイクリニック大久保 22_静岡県 静岡市葵区川合2-1-20

山本内科医院 22_静岡県 静岡市葵区川合3-13-11

美和クリニック 22_静岡県 静岡市葵区足久保口組127-7

松成内科クリニック 22_静岡県 静岡市葵区大岩本町7-1

さそう内科呼吸器科クリニック 22_静岡県 静岡市葵区大鋸町2-5

水谷痛みのクリニック 22_静岡県 静岡市葵区鷹匠1-11-15 MIC新静岡2F

静岡消化器科クリニック 22_静岡県 静岡市葵区鷹匠1-12-1-2階

大石内科循環器科医院 22_静岡県 静岡市葵区鷹匠2-6-1

医療法人しんあい会 ひまわりアイクリ

ニック
22_静岡県 静岡市葵区伝馬町3-1 深尾ビル3階

しば内科医院 22_静岡県 静岡市葵区伝馬町8-1 サンローゼ6F

大坪耳鼻咽喉科 22_静岡県 静岡市葵区田町2-141-5

大はざま小児クリニック 22_静岡県 静岡市葵区東千代田2-26-63

静岡刑務所 医務部 22_静岡県 静岡市葵区東千代田3-1-1

佐々木ハートクリニック 22_静岡県 静岡市葵区南瀬名町26-39

瀧浪医院 梅ヶ島診療所 大河内診療所 22_静岡県 静岡市葵区梅ヶ島1326

梅ヶ島診療所 22_静岡県 静岡市葵区梅ヶ島1326

静岡リハビリテーション病院 22_静岡県 静岡市葵区富沢1405番地

青山医院 22_静岡県 静岡市葵区北1-10-18

多田クリニック 22_静岡県 静岡市葵区北番町88-7

ゆずの木町内科・循環器科 22_静岡県 静岡市葵区柚木町2

吉川医院 22_静岡県 静岡市葵区竜南1-14-31

こんどうクリニック 22_静岡県 静岡市駿河区下島324

もりもりキッズ・アレルギークリニッ

ク
22_静岡県 静岡市駿河区下川原5丁目18-33

岩はし内科医院 22_静岡県 静岡市駿河区丸子2丁目2-8-5

大谷はざまクリニック 22_静岡県 静岡市駿河区宮川39-20

堀田内科医院 22_静岡県 静岡市駿河区宮竹1-4-7

野口耳鼻咽喉科 22_静岡県 静岡市駿河区曲金4-3-7

東静岡メンタルクリニック 22_静岡県
静岡市駿河区曲金6-10-14 東静岡サウスクリ

ニックモール3階
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東静岡耳鼻科 22_静岡県
静岡市駿河区曲金6丁目10-14 東静岡サウスク

リニックモール2F

東静岡クリニック 22_静岡県 静岡市駿河区曲金7-8-10

医療法人社団 エスアンドアール 板井

クリニック
22_静岡県 静岡市駿河区曲金7丁目7-19

するがこどもクリニック 22_静岡県 静岡市駿河区見瀬229-2

近藤医院 22_静岡県 静岡市駿河区手越310

医療法人社団ハートアイランド おくむ

らメンタルクリニック
22_静岡県 静岡市駿河区森下町1-30 サンコウビル2F

医療法人社団明吾会 青島整形外科 22_静岡県 静岡市駿河区聖一色434-4

内科消化器科福田医院 22_静岡県 静岡市駿河区西脇746-1

⾧島耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 静岡市駿河区池田275-1

戸田クリニック 22_静岡県 静岡市駿河区中田2-3-17

医療法人社団貞栄会 静岡ホームクリ

ニック
22_静岡県 静岡市駿河区中田4丁目6-1

あしたば診療所 22_静岡県 静岡市駿河区中島1687-2

かわはら医院 小児科・アレルギー科 22_静岡県 静岡市駿河区登呂2-9-32

公益財団法人 SBS静岡健康増進セン

ター
22_静岡県 静岡市駿河区登呂3-1-1

かもと整形外科医院 22_静岡県 静岡市駿河区登呂4-2-21

宝クリニック耳鼻咽喉科 22_静岡県 静岡市駿河区東新田4-17-38

東新田眼科医院 22_静岡県 静岡市駿河区東新田4-2-33

東新田福地診療院 22_静岡県 静岡市駿河区東新田5-16-10

南町クリニック 22_静岡県
静岡市駿河区南町4番14 グランドメゾン静岡

ザタワー101-1

わたなべクリニック 22_静岡県 静岡市駿河区南町6-16-104

宇野皮膚科アレルギー科医院 22_静岡県 静岡市駿河区馬渕2-12-20

塩川八幡ヒルズクリニック 22_静岡県 静岡市駿河区八幡5-32-10

キッズクリニックさの 22_静岡県 静岡市駿河区敷地1丁目18-19

汐入きむらクリニック 22_静岡県 静岡市駿河区敷地2丁目11-21

おおや整形外科クリニック 22_静岡県 静岡市駿河区片山8-15

佐野小児科 22_静岡県 静岡市駿河区用宗1-17-20

JA静岡厚生連 清水厚生病院 22_静岡県 静岡市清水区庵原町578-1

おおぬき内科クリニック 22_静岡県 静岡市清水区押切2002-1

医療法人社団啓心会 五十嵐医院 22_静岡県 静岡市清水区蒲原3-11-13

日野医院 22_静岡県 静岡市清水区蒲原新栄66-2

片山耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 静岡市清水区宮加三551-5

青木内科医院 22_静岡県 静岡市清水区興津清見寺町143-17

三上医院 22_静岡県 静岡市清水区原56-12
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医療法人 社団永仁会 吉永医院 22_静岡県 静岡市清水区江尻東1-1-38

しぶかわ内科クリニック 22_静岡県 静岡市清水区渋川3丁目10-17

するがクリニック 22_静岡県 静岡市清水区庄福町9-23

渡辺内科医院 22_静岡県 静岡市清水区上清水町11番18号

しみず巴クリニック 22_静岡県 静岡市清水区千歳町2-30

大蝶耳鼻咽喉科 22_静岡県 静岡市清水区船原2丁目176-5

神山整形外科医院 22_静岡県 静岡市清水区相生町4-12

宗内科医院 22_静岡県 静岡市清水区草薙139

滝戸医院 22_静岡県 静岡市清水区村松原1丁目2-5

杉山医院 22_静岡県 静岡市清水区大手3-3-21

とがわ整形外科 22_静岡県 静岡市清水区大沢町5-9

草薙眼科 22_静岡県 静岡市清水区中之郷1-2-17

アツミ胃腸科内科クリニック 22_静岡県 静岡市清水区中之郷1-5-11

土川整形外科 22_静岡県 静岡市清水区鶴舞町4-12

草ヶ谷医院 22_静岡県 静岡市清水区鶴舞町6-1

眞内科クリニック 22_静岡県 静岡市清水区入江南町9-24

耳鼻咽喉科 まこし医院 22_静岡県 静岡市清水区巴町14-12

八千代クリニック 22_静岡県 静岡市清水区八千代町3-24

伊藤医院 22_静岡県 静岡市清水区平川地17-38

遠山内科医院 22_静岡県 静岡市清水区万世町1-3-25

清水胃腸科医院 22_静岡県 静岡市清水区万世町二丁目1番2号

医療法人社団オハナクリニック木の下

町
22_静岡県 静岡市清水区木の下町44-1

菜のはなファミリークリニック 22_静岡県 静岡市清水区由比750 マンションOak1階

医療法人社団 鮒橋医院 22_静岡県 静岡市清水区由比北田467

神谷医院 22_静岡県 袋井市岡崎2369-1

森下整形外科 22_静岡県 袋井市下山梨2丁目14-8

上杉内科クリニック 22_静岡県 袋井市掛之上19-2

志村内科医院 22_静岡県 袋井市久能1973-3

野草こども診療所 22_静岡県 袋井市久能2855-1

あかばね腎・泌尿器クリニック 22_静岡県 袋井市高尾1760-2

青葉こどもクリニック 22_静岡県 袋井市高尾1780

月見の里・消化器内視鏡クリニック 22_静岡県 袋井市上山梨1-3-4

堀尾医院 22_静岡県 袋井市上山梨1482-8

やまなしクリニック 22_静岡県 袋井市上山梨1-8-2

医療法人社団 WILL COMMONS  森本

耳鼻咽喉科
22_静岡県 袋井市上山梨1-8-6

いしづか小児科・内科クリニック 22_静岡県 袋井市上山梨三丁目14ー2

医療法人社団福壽会 みつはし医院 22_静岡県 袋井市西田20-1
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徳永医院 22_静岡県 袋井市西同笠149-1

永田内科・消化器科医院 22_静岡県 袋井市川井856-9

清水医院 22_静岡県 袋井市袋井306

ふくろいマタニティクリニック 22_静岡県 袋井市方丈6-10-27

宮嶋耳鼻咽喉科 22_静岡県 袋井市堀越2丁目8-5

諸井医院 22_静岡県 袋井市堀越3-8-5

渡辺整形外科 22_静岡県 袋井市堀越3-8-8

三島マタニティクリニック 22_静岡県 田方郡函南町間宮451

宇野眼科医院 22_静岡県 田方郡函南町上沢134

函南耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 田方郡函南町上沢136

伊豆函南鈴木内科泌尿器科クリニック 22_静岡県 田方郡函南町上沢68-2

函南さくらクリニック 22_静岡県 田方郡函南町上沢80-2

おりた内科小児科 22_静岡県 田方郡函南町仁田33-9

函南平出クリニック 22_静岡県 田方郡函南町塚本952-24

リウトピアクリニック 22_静岡県 田方郡函南町柏谷283-1

石田医院 22_静岡県 島田市稲荷3-16-25

きむら島田駅南クリニック 22_静岡県 島田市横井3-3-7

ケンこどもクリニック 22_静岡県 島田市岸町250

小沢クリニック 22_静岡県 島田市宮川町2492番地

金谷眼科 22_静岡県 島田市金谷扇町3639

しのざき消化器科・内科医院 22_静岡県 島田市元島田210-4

森田眼科クリニック 22_静岡県 島田市中溝4-11-15

おおるり眼科クリニック 22_静岡県 島田市南1-5-10

たぐちクリニック 22_静岡県 島田市日之出町4-3 島田テクノビル1F

勝見耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 島田市本通3-7-1

藤枝駅前クリニック 22_静岡県 藤枝市駅前1-8-3-201

医療法人社団俊宏会 花岡医院 22_静岡県 藤枝市岡部町内谷1740-4

三輪医院 22_静岡県 藤枝市岡部町内谷60-2

おおたき医院 22_静岡県 藤枝市高洲1065-1

医療法人 有心会 ふじえだ耳鼻科 22_静岡県 藤枝市上薮田74

藤枝平成記念病院 22_静岡県 藤枝市水上123-1

志太・榛原地域救急医療センター 22_静岡県 藤枝市瀬戸新屋362-1

みやけ皮膚科 22_静岡県 藤枝市前島2-17-1

志太ENTクリニック森耳鼻咽喉科 22_静岡県 藤枝市大洲1丁目3番地の4

誠和藤枝病院 22_静岡県 藤枝市中ノ合26番地の1

板倉医院 22_静岡県 藤枝市田沼4-2-25

ハラダ城南医院 22_静岡県 藤枝市田中3-6-17

柴田医院 22_静岡県 藤枝市藤枝4-1-12
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近藤胃腸科外科 22_静岡県 藤枝市南新屋246-1

相磯クリニック 22_静岡県 熱海市下多賀517-4

福地医院 22_静岡県 熱海市銀座町14-24

医療法人社団伊豆七海会 熱海所記念病

院
22_静岡県 熱海市昭和町20-20

内田耳鼻咽喉科 22_静岡県 熱海市上宿町4-1

小澤医院 22_静岡県 熱海市清水町1-15 ニューメディアビル3階

医療法人社団律昌会さくら醫院 22_静岡県 熱海市清水町17-11

医療法人社団ちとせ会 熱海ちとせ病院 22_静岡県 熱海市泉17-1

多田医院 22_静岡県 熱海市中央町15-1

渡辺耳鼻咽喉科・アレルギー科クリ

ニック
22_静岡県 熱海市田原本町9-1 熱海第1ビル3F

熱海よしやまクリニック 22_静岡県 熱海市田原本町9-1 熱海第一ビル6F

国際医療福祉大学熱海病院 22_静岡県 熱海市東海岸町13-1

服部医院 22_静岡県 熱海市網代462-8

草馬整形外科リハビリテーション科ク

リニック
22_静岡県 磐田市下本郷222-1

はかまた内科医院 22_静岡県 磐田市加茂1184-3

三上内科小児科医院 22_静岡県 磐田市鎌田865-2

高見丘眼科 22_静岡県 磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田2階

なごみクリニック 22_静岡県 磐田市今之浦2丁目3番地14

よご内科クリニック 22_静岡県 磐田市今之浦3-22-10

いわせ医院 22_静岡県 磐田市三ケ野台22-5

山﨑医院 22_静岡県 磐田市十郎島6-1-2

上岡田内科小児科医院 22_静岡県 磐田市上岡田752-4

河合整形外科 22_静岡県 磐田市上大之郷298

藤井マタニティクリック 22_静岡県 磐田市西貝塚2251

中嶋小児科医院 22_静岡県 磐田市大久保49-2

うちやま呼吸器アレルギークリニック 22_静岡県 磐田市大久保544-3

おおわら内科 22_静岡県 磐田市大原1411

すずかけヘルスケアホスピタル 22_静岡県 磐田市大原2042-4

産婦人科 西垣ARTクリニック 22_静岡県 磐田市中泉1-6-16

磐田メイツ睡眠クリニック 22_静岡県 磐田市中田648-1

北原医院 22_静岡県 磐田市二之宮浅間6-11

耳鼻咽喉科・気管食道科 山下医院 22_静岡県 磐田市二之宮東19-6

鈴木内科 22_静岡県 磐田市白拍子44-11

和田整形外科・外科医院 22_静岡県 磐田市富士見町1-11-13
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かげやまクリニック 22_静岡県 磐田市富里39-2

本田クリニック 22_静岡県 磐田市福田中島273-1

医療法人暢生堂 竜洋クリニック 22_静岡県 磐田市豊岡5135-1

翔遙会 豊田診療所 22_静岡県 磐田市豊田327番地

とよだ青葉クリニック 22_静岡県 磐田市立野508-2

新村医院 22_静岡県 浜松市西区舘山寺町2686-1

竹内内科眼科クリニック 22_静岡県 浜松市西区湖東町1487-41

志都呂 高橋内科医院 22_静岡県 浜松市西区志都呂2丁目22番10号

山城内科医院 22_静岡県 浜松市西区志都呂町1168

志都呂クリニック 22_静岡県 浜松市西区西鴨江町621

東山診療所 22_静岡県 浜松市西区大山町2841-1

戸澤内科消化器科クリニック 22_静岡県 浜松市西区大平台1-22-33

牛田外科内科医院 22_静岡県 浜松市西区入野町6299-2

医療法人 社団 和恵会 和恵会クリニッ

ク
22_静岡県 浜松市西区入野町6413

医療法人 社団 松愛会 松田病院 22_静岡県 浜松市西区入野町753番地

鈴木内科消化器科医院 22_静岡県 浜松市西区入野町9863-6

医療法人 社団 山仁会 舞阪クリニック 22_静岡県 浜松市西区舞阪町⾧十新田98-1

小助川ファミリークリニック 22_静岡県 浜松市西区雄踏1-16-14

しらまつ整形外科 22_静岡県 浜松市西区雄踏町宇布見3985-1

あいみるクリニック 22_静岡県 浜松市西区雄踏町宇布見4863-1

加藤医院 22_静岡県 浜松市西区雄踏町宇布見7987-11

仁瓶整形外科医院 22_静岡県 浜松市西区雄踏町宇布見8113

そらまめ腎・泌尿器科クリニック 22_静岡県 浜松市中区葵東2-15-16

小島医院 22_静岡県 浜松市中区曳馬2-3-1

野中内科ハートクリニック 22_静岡県 浜松市中区曳馬4丁目1-17

木もれび内科クリニック 22_静岡県 浜松市中区下池川町20-1

中島内科消化器科医院 22_静岡県 浜松市中区海老塚2-17-23

かえで医院 22_静岡県 浜松市中区鴨江1-8-2

たく整形外科医院 22_静岡県 浜松市中区鴨江2丁目56-5

兼子眼科 22_静岡県 浜松市中区元城町218-2

医療法人社団祥  橘 整形外科クリニッ

ク
22_静岡県 浜松市中区幸1-15-3 幸メディカルビル 1F

泌尿器科・内科 三樹医院 22_静岡県 浜松市中区幸1-2-27

内科・循環器内科・泌尿器科 三樹医院 22_静岡県 浜松市中区幸1-2-27

坂の上在宅医療支援医院 22_静岡県 浜松市中区幸4丁目36-2

内山外科、整形外科医院 22_静岡県 浜松市中区幸5-7-1
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⾧尾小児科医院 22_静岡県 浜松市中区広沢1丁目9番18号

神経科浜松病院 22_静岡県 浜松市中区広沢2丁目56番1号

チルドレンクリニック 22_静岡県 浜松市中区高丘東4-5-30

石垣耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 浜松市中区高丘北1-31-20

大竹内科医院 22_静岡県 浜松市中区高丘北1-33-2

しみず内科クリニック 22_静岡県 浜松市中区高丘北3-10-16

いくた内科医院 22_静岡県 浜松市中区高林2-10-18

すずきメディカルクリニック 22_静岡県 浜松市中区高林4-6-40

加藤整形外科医院 22_静岡県 浜松市中区佐藤2丁目20-14

栗田内科医院 22_静岡県 浜松市中区佐鳴台2丁目32-15

佐鳴台整形外科 22_静岡県 浜松市中区佐鳴台3-43-28

おおたにレディースクリニック 22_静岡県 浜松市中区佐鳴台4-39-7

楽メンタルクリニック 22_静岡県 浜松市中区砂山町330-11 日総第2ビル

内科小児科 山手クリニック 22_静岡県 浜松市中区山手町22-14

けいクリニック 22_静岡県 浜松市中区寺島町179

桶谷整形外科医院 22_静岡県 浜松市中区寺島町213

山本内科クリニック 22_静岡県 浜松市中区寺島町300-1

一貫堂内科・消化器科医院 22_静岡県 浜松市中区鹿谷町34-32

大石内科痛みのクリニック 22_静岡県 浜松市中区住吉2-9-8

たつた皮フ科クリニック 22_静岡県 浜松市中区小豆餅2-16-25

渥美外科胃腸科 22_静岡県 浜松市中区小豆餅2-30-27

坂の上ファミリークリニック 22_静岡県 浜松市中区小豆餅4丁目4-20

坂の上ファミリークリニック・坂の上

在宅支援医院
22_静岡県 浜松市中区小豆餅4丁目4-20

西村ウイメンズクリニック 22_静岡県 浜松市中区上島6-30-3

藤野整形外科医院 22_静岡県 浜松市中区城北2-15-12

たなか内科クリニック 22_静岡県 浜松市中区神田町360-27

ダダ第2クリニック 22_静岡県 浜松市中区神田町503

大久保外科・消化器科医院 22_静岡県 浜松市中区菅原町16-15

そえだ医院 22_静岡県 浜松市中区泉3丁目1-58

みやもと医院 22_静岡県 浜松市中区船越町34-3

神田クリニック 22_静岡県 浜松市中区中央1-15-1

浜松オンコロジーセンター 渡辺医院 22_静岡県 浜松市中区中央3-6-13

田中整形外科医院 22_静岡県
浜松市中区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビ

ル2F

高橋整形リハビリクリニック 22_静岡県 浜松市中区尾張町125-19

小林内科消化器内科医院 22_静岡県
浜松市中区富塚町1928-8 佐鳴湖パークタウン

東館

375 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

きとう皮膚科 22_静岡県
浜松市中区富塚町1933-1 佐鳴湖パークタウン

サウス内

畠山眼科 22_静岡県 浜松市中区富塚町2043-10

医療法人社団三友会 サカイ脳神経外科 22_静岡県 浜松市中区富塚町55

杉山循環器クリニック 22_静岡県 浜松市中区布橋2丁目12番43号

杉浦内科 22_静岡県 浜松市中区布橋三丁目9-10

塩見内科医院 22_静岡県 浜松市中区平田町45番地

くろいし内科クリニック 22_静岡県 浜松市中区名塚町156-1

はせがわ整形外科 22_静岡県 浜松市中区和合町220-1744

浜松市リハビリテーション病院 22_静岡県 浜松市中区和合北1丁目6-1

多々見クリニック 22_静岡県 浜松市中区蜆塚1丁目6-7

北川内科医院 22_静岡県 浜松市中区蜆塚4丁目23-21

浅倉医院 22_静岡県 浜松市天竜区春野町気田1040-2

春野診療所 22_静岡県 浜松市天竜区春野町田黒98-1

鈴木診療院 22_静岡県 浜松市天竜区水窪町奥領家2632-2-1

医療法人社団 悦慈会 亀井内科 22_静岡県 浜松市天竜区水窪町奥領家3330

あたご診療所 22_静岡県 浜松市天竜区西藤平1527-5

介護老人保健施設 鹿島の郷 22_静岡県 浜松市天竜区二俣町南鹿島36-1-2

くまがいクリニック 22_静岡県 浜松市東区下石田町1530

おおしま皮膚科 22_静岡県 浜松市東区宮竹町92

ひらいで消化器・内視鏡クリニック 22_静岡県 浜松市東区原島町355-1

中村医院 22_静岡県 浜松市東区原島町72-1

とだ消化器クリニック 22_静岡県 浜松市東区市野町2461-1

きくち内科クリニック 22_静岡県 浜松市東区将監町12-13

のずえ内科・呼吸器クリニック 22_静岡県 浜松市東区上西町3-8

水本レディスクリニック 22_静岡県 浜松市東区西ヶ崎町796-1

岡井内科医院 22_静岡県 浜松市東区積志町108番地

にしお小児科 22_静岡県 浜松市東区積志町1630-1

岡田内科 22_静岡県 浜松市東区大瀬町875-1

フジ整形外科 22_静岡県 浜松市東区大島町1008

さぎさかクリニック 22_静岡県 浜松市東区大島町347-1

本康医院 22_静岡県 浜松市東区中野町2061-1

サージセンター 22_静岡県 浜松市東区天王町1696

医療法人 社団緑生会 天王病院 22_静岡県 浜松市東区天王町1925

谷口クリニック 22_静岡県 浜松市東区天王町1944

ねもと内科クリニック 22_静岡県 浜松市東区天龍川町1123

ゆずり葉こどもクリニック 22_静岡県 浜松市東区半田山4-41-5

エルム内科クリニック 22_静岡県 浜松市東区半田山5丁目17-22
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山下ハートクリニック 22_静岡県 浜松市東区豊町671-1

すあみ眼科 22_静岡県 浜松市東区北島町570-2

やまだ皮膚科クリニック 22_静岡県 浜松市東区有玉南町537-1

いそざきファミリークリニック 22_静岡県 浜松市東区有玉北町1760-1

藤島クリニック 22_静岡県 浜松市東区有玉北町1995

松井クリニック 22_静岡県 浜松市東区和田町200-2

宗宮こどもクリニック 22_静岡県 浜松市南区恩地町284

渡瀬眼科医院 22_静岡県 浜松市南区下江町456-3

あいの街クリニック 22_静岡県 浜松市南区下江町573-2

菊池医院 22_静岡県 浜松市南区高塚町121-1

医療法人社団 アイ眼科 22_静岡県 浜松市南区三島町1125

みのる内科クリニック 22_静岡県 浜松市南区三島町1784-1

鶴泌尿器科クリニック 22_静岡県 浜松市南区三島町632-1

尾藤クリニック 22_静岡県 浜松市南区三和町614-3

近藤外科消化器科医院 22_静岡県 浜松市南区寺脇町664-2

いがらし皮ふ科 22_静岡県 浜松市南区寺脇町830

外科・消化器科 林医院 22_静岡県 浜松市南区新橋町1441-1

うさみクリニック 22_静岡県 浜松市南区新橋町710-1

本康内科医院 22_静岡県 浜松市南区頭陀寺町350-15

かみむら耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 浜松市南区白羽町1-7

柿沢医院 22_静岡県 浜松市南区本郷町1314-21

井原内科クリニック 22_静岡県 浜松市南区鼡野町174-4

医療法人社団 三誠会 北斗わかば病院 22_静岡県 浜松市浜北区於呂3181-1

島田眼科 22_静岡県
浜松市浜北区貴布祢1200番地 プレ葉ウォーク

浜北店2階

宮口こんどうクリニック 22_静岡県 浜松市浜北区宮口808-2

浜北さくら台病院 22_静岡県 浜松市浜北区四大地9-68

吉田クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区小松215-2

小松診療所 22_静岡県 浜松市浜北区小松336-2

横田整形外科 22_静岡県 浜松市浜北区小松4669

たむら内科クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区小林1264-1

杉山整形外科 22_静岡県 浜松市浜北区小林1546-1

クリニック ひでとし 22_静岡県 浜松市浜北区小林59-22

やまとだに耳鼻咽喉科 22_静岡県 浜松市浜北区西美薗45-3

きらりタウンかわい内科医院 22_静岡県 浜松市浜北区染地台1-25-30

メンタルクリニック・ダダ 22_静岡県 浜松市浜北区中条1844

西遠クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区東美薗1546-8

きたじま皮ふ科クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区東美薗1640-1

ことみレディースクリニック 22_静岡県 浜松市浜北区東美薗678
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桜町クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区道本28-3

田所クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区内野1239

いで内科・呼吸器内科クリニック 22_静岡県 浜松市浜北区本沢合801-4

奥山診療所 22_静岡県 浜松市北区引佐町奥山305-6

宮田医院 22_静岡県 浜松市北区引佐町金指1578-1

クリニック ミズ ソフィア 22_静岡県 浜松市北区根洗町547-2

わんぱくキッズクリニック 22_静岡県 浜松市北区根洗町548-1

おさだ医院 22_静岡県 浜松市北区細江町気賀144-3

かたの医院 22_静岡県 浜松市北区細江町気賀480

あつみ医院 22_静岡県 浜松市北区細江町気賀506-2

はまだ内科 22_静岡県 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日884

ふじわら整形外科 22_静岡県 浜松市北区三方原町165-10

ひがき眼科クリニック 22_静岡県 浜松市北区三方原町228-4

やなせ内科呼吸器科クリニック 22_静岡県 浜松市北区三方原町565-1

みかたはら介護老人保健施設 22_静岡県 浜松市北区三方原町675-6

山田消化器内科クリニック 22_静岡県 浜松市北区三方原町892-1

かみや整形外科クリニック 22_静岡県 浜松市北区初生町381-1

なかの呼吸器・アレルギークリニック 22_静岡県 浜松市北区初生町381-2

戸田耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 浜松市北区初生町820-1

相羽内科消化器科医院 22_静岡県 浜松市北区都田町8110-3

安田クリニック 22_静岡県 浜松市北区都田町9307-24

木村産科婦人科 22_静岡県 浜松市北区東三方町94-3

たなか整形外科 22_静岡県 浜松市北区豊岡町398

小林内科クリニック 22_静岡県 富士宮市粟倉南町117-1

佐野記念クリニック 22_静岡県 富士宮市宮町13-30

医療法人社団 わかば会 望月医院 22_静岡県 富士宮市元城町20-1

天神眼科医院 22_静岡県 富士宮市若の宮町335

富士宮ペインクリニック 22_静岡県 富士宮市小泉1538-23

土谷医院 22_静岡県 富士宮市小泉454-1

竹川医院 22_静岡県 富士宮市上井出106

(一財)富士心身リハビリテーション研

究所附属病院
22_静岡県 富士宮市星山1129

東静脳神経センター 22_静岡県 富士宮市西小泉町14-9

さいとう眼科医院 22_静岡県 富士宮市西小泉町30-3

医療法人しんあい会 浅間町眼科 22_静岡県 富士宮市浅間町1-8 イオンモール富士宮2階

浦野内科クリニック 22_静岡県 富士宮市中原町218

後藤外科医院 22_静岡県 富士宮市東町9-1

こどもクリニック 中山医院 22_静岡県 富士市瓜島町104-3
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横割皮ふ科クリニック 22_静岡県 富士市横割3-10-8

土屋医院 22_静岡県 富士市吉原3-10-10

加藤クリニック 22_静岡県 富士市吉原4-10-16

おぎの整形外科 22_静岡県 富士市厚原1306-9

つちや耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 富士市厚原589-3

勝又医院 22_静岡県 富士市荒田島町6-1

たかいクリニック 22_静岡県 富士市高嶺町4-10

石原クリニック 22_静岡県 富士市今泉2022-12

山本康孝循環器内科・内科クリニック 22_静岡県 富士市今泉5-12-15

医療法人社団萌生会 宮﨑クリニック 22_静岡県 富士市松岡300-15

梅原クリニック 22_静岡県 富士市森島423-1

遠藤クリニック 22_静岡県 富士市神谷527-1

かわぐち整形外科 22_静岡県 富士市水戸島120-3

望月産婦人科医院 22_静岡県 富士市西比奈1-856

(医)社団康久会 中島産婦人科医院 22_静岡県 富士市青島町160

秋山小児科医院 22_静岡県 富士市青島町254

池田産婦人科医院 22_静岡県 富士市石坂415-15

しんふじ耳鼻咽喉科クリニック 22_静岡県 富士市川成新町375-2

富士見大通り皮膚科 22_静岡県 富士市川成新町376-2

⾧谷川耳鼻咽喉科医院 22_静岡県 富士市浅間本町1-49

医)オルト俊 三日市整形外科 22_静岡県 富士市浅間本町3-22

湖山リハビリテーション病院 22_静岡県 富士市大渕405-25

加藤医院 吉原分院 22_静岡県 富士市中央町1-9-13

芦川病院 22_静岡県 富士市中央町2-13-20

宮沢内科医院 22_静岡県 富士市中之郷729-1

大富士病院 22_静岡県 富士市中野249-2

中西眼科クリニック 22_静岡県 富士市中野429-8

たなかメディカルスクエア 22_静岡県 富士市津田町183

富士いきいき病院 22_静岡県 富士市天間1640-1

東名富士クリニック 22_静岡県 富士市伝法177-1

医療法人社団 青葉会 小松クリニック 22_静岡県 富士市伝法1989-66

柳沢クリニック 22_静岡県 富士市伝法574-7

日乃出ごとう内科クリニック 22_静岡県 富士市日乃出町180番地

清水内科医院 22_静岡県 富士市比奈1296-11

加藤医院 22_静岡県 富士市比奈1613

富士岡秋山医院 22_静岡県 富士市富士岡1455

荒井整形外科医院 22_静岡県 富士市米之宮町12-4

かわむら こども クリニック 22_静岡県 富士市米之宮町211
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トータルファミリーケア北西医院 22_静岡県 富士市本市場148-1

荒井整形外科医院 22_静岡県 富士市本市場新田61-9

富士メンタルクリニック 22_静岡県 富士市本町1-2 エンブルステーション富士201

遠藤内科医院 22_静岡県 富士市緑町2-12

東芝キヤリア(株)健康管理室 22_静岡県 富士市蓼原336番地

医療法人社団義湧会 佐野医院 22_静岡県 富士市蓼原865-1

高木内科医院 22_静岡県 牧之原市静波900

廣瀬医院 22_静岡県 牧之原市相良17-1

岩間クリニック 23_愛知県 あま市花正柳坪32-2

角田内科医院 23_愛知県 あま市七宝町遠島鳥居先183-88

医療法人宝会 七宝病院 23_愛知県 あま市七宝町下田矢倉下1432

脳神経外科のぞみクリニック 23_愛知県 あま市篠田寺後75-1

はだめ皮膚科 23_愛知県 あま市森山弁才天84-4

わたり整形外科 23_愛知県 あま市甚目寺権現79-1

富田レディースクリニック 23_愛知県 あま市中萱津南の川66

山岸内科クリニック 23_愛知県 あま市蜂須賀下五反地533

フジノ内科 23_愛知県 あま市木田飛江ノ見70-1

医療法人ごとう内科 23_愛知県 岡崎市中町6-3-1

独立行政法人労働者健康安全機構旭ろ

うさい病院
23_愛知県 尾張旭市平子町北61番地

医療法人 明和会 辻村外科病院 23_愛知県 刈谷市井ケ谷町桜島20-1

医療法人社団 順心会 井上病院 23_愛知県 瀬戸市川北町2丁目11番地

わたなべクリニック 23_愛知県 豊田市青木町4-34-3

医療法人FUKUJIN のみ皮膚科クリ

ニック
23_愛知県 豊田市野見町11-92

田代ひ尿器科 23_愛知県 豊橋市浜道町字北側76-1

榊原内科診療所 23_愛知県 名古屋市北区三軒町12-1

医療法人 あんどうファミリークリニッ

ク
23_愛知県 名古屋市千種区宮根台1-7-7

唐川医院 23_愛知県 名古屋市中川区中須町1392-2

豊田クリニック 23_愛知県 名古屋市南区豊田 1丁目25-11

内科・循環器科 あおやまクリニック 23_愛知県
名古屋市千種区青柳町6-10-2 グランダール吹

上1階

警察共済組合愛知県支部診療所 23_愛知県 名古屋市中区三の丸二丁目1-1

宇田ファミリークリニック 23_愛知県 みよし市園原4-1-4

三好ヶ丘クリニック 23_愛知県 みよし市三好丘1-5-5

すずき耳鼻咽喉科 23_愛知県 みよし市三好町井ノ花81-1

森脇レディースクリニック 23_愛知県 みよし市三好町小坂75
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みすクリニック 23_愛知県 みよし市三好町小坂75 三好医療モール2F

平岩皮フ科 23_愛知県 みよし市三好町大坪22

みよし市民病院 23_愛知県 みよし市三好町八和田山15番地

医療法人 清源会 永井医院 23_愛知県 みよし市三好町弥栄11-4

なかじま内科皮フ科 23_愛知県 みよし市打越町島ノ山92-1

三好眼科クリニック 23_愛知県 みよし市福谷町壱丁田20-5

たかもと内科クリニック 23_愛知県 みよし市福谷町壱丁田2-6

かまたにクリニック 23_愛知県 みよし市福田町碁盤田2番1

服部内科診療所 23_愛知県 愛西市古瀬町郷浦52

とみよし皮膚科クリニック 23_愛知県 愛西市善太新田町十二上79番地1

医療法人 永好会 加賀医院 23_愛知県 愛西市大井町七川北33番地

後藤クリニック 23_愛知県 愛西市南河田町高台2-1

医療法人中川クリニック 23_愛知県 愛知郡愛荘町沓掛382番地

愛知とうぶクリニック 23_愛知県 愛知郡春木北野渕9-1

みやけ整形外科 23_愛知県 愛知郡東郷町春木太子45-1

山口こどもクリニック 23_愛知県 愛知郡東郷町大字春木字新池51

東郷春木クリニック 23_愛知県 愛知郡東郷町大字春木字清水ヶ根237番地

医療法人 名翔会 和合セントラルクリ

ニック
23_愛知県 愛知郡東郷町大字春木字白土1-1884

三ツ池整形外科 23_愛知県 愛知郡東郷町兵庫2-1-11

白鳥藤田クリニック 23_愛知県 愛知郡東郷町和合北蚊谷166

藤井ハートクリニック 23_愛知県 安城市安城町広美37-5

神谷ファミリークリニック 23_愛知県 安城市高木町半崎24-1

いながき医院 23_愛知県 安城市桜井町新田65番地1

碧桜会 横山医院 23_愛知県 安城市桜井町西町中49-1

鷹津内科循環器科 23_愛知県 安城市三河安城本町2-4-7

三河乳がんクリニック 23_愛知県 安城市篠目町肥田39-6

ささめ整形外科 23_愛知県 安城市篠目町竜田70-6

社会医療法人財団 新和会 八千代病院 23_愛知県 安城市住吉町2丁目2番7号

あおき小児科 23_愛知県 安城市住吉町荒曽根80-6

ひこぼし内科クリニック 23_愛知県 安城市小川町金政129-5

赤松町わたなべ内科クリニック 23_愛知県 安城市赤松町前川16-3

三河安城クリニック 23_愛知県 安城市相生町14-14

医療法人 大岡皮膚科堀尾医院 23_愛知県 安城市大岡町宮東52

矢作川病院 23_愛知県 安城市藤井町南山141

おおのこどもクリニック 23_愛知県 安城市百石町2-26-1

飯塚クリニック 23_愛知県 安城市福釜町80-1

とね耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 安城市堀内町山畑64-1

アスティ一宮クリニック 23_愛知県 一宮市栄3-1-1 尾張一宮駅アスティ一宮内
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医療法人 香風会 こだま内科クリニッ

ク
23_愛知県 一宮市栄4丁目1-1

いくた内科クリニック 23_愛知県 一宮市奥町三出104-1

大嶋皮膚科 23_愛知県 一宮市花池4-13-3

医療法人 聖恵会 やまだクリニック 23_愛知県 一宮市花池4-16-24

はしもと整形外科 23_愛知県 一宮市開明字絹屋田41

井上内科クリニック 23_愛知県 一宮市開明字東沼85番地

社会医療法人 杏嶺会 一宮西病院 23_愛知県 一宮市開明字平1番地

きむら胃腸科・外科・内科 23_愛知県 一宮市牛野通4-36-2

宮田クリニック 23_愛知県 一宮市光明寺字天王裏104

医療法人 岩田整形外科医院 23_愛知県 一宮市向山南1-7-18

腎・泌尿器科 河合クリニック 23_愛知県 一宮市今伊勢町宮後字郷東23-5

すぎやま内科クリニック 23_愛知県 一宮市今伊勢町宮後字郷東36

アイ眼科クリニック 23_愛知県 一宮市今伊勢町西切戸3-1

高御堂内科 23_愛知県 一宮市今伊勢町本神戸字東出9-1

今伊勢よしかわクリニック 23_愛知県 一宮市今伊勢町本神戸立切東29-1

宮地内科医院 23_愛知県 一宮市桜3-1-11

鈴木クリニック 23_愛知県 一宮市三条郷東藤35-1

楓みみはなのどクリニック 23_愛知県 一宮市小信中島東鵯平81-1

木村クリニック 23_愛知県 一宮市松降通7-22

むらせクリニック 23_愛知県 一宮市森本3丁目11番1号

一宮むすび心療内科 23_愛知県 一宮市真清田2-3-20

じゅんこ乳腺クリニック 23_愛知県 一宮市神山1-2-14

みずの内科クリニック 23_愛知県 一宮市西大海道字宅美51

千秋病院 23_愛知県 一宮市千秋町塩尻字山王1

医療法人 育德会 礒村医院 23_愛知県 一宮市千秋町佐野字五反田21

稲垣医院 23_愛知県 一宮市浅井町江森字楼光寺13

いとう整形外科 23_愛知県 一宮市浅井町西浅井字郷西51-1

愛岐眼科 23_愛知県 一宮市浅井町大日比野字清郷85番地

つかはらレディースクリニック 23_愛知県 一宮市浅野字居森野71番地1

医療法人 愛礼会 松前内科医院 23_愛知県 一宮市浅野字紅楳野50番1

西脇医院 23_愛知県 一宮市浅野馬東36

藤本耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 一宮市大江3-7-10

野村医院 23_愛知県 一宮市大志1-9-28

医療法人 勝見耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 一宮市大志1丁目8番21号

坂田内科 23_愛知県 一宮市大赤見字神明東8

かすがい内科 23_愛知県 一宮市大和町南高井字宮腰1

おかだ耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 一宮市大和町南高井字蓮原41-2

いつきクリニック一宮 23_愛知県 一宮市大和町毛受字辻畑47-1
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きはしクリニック 23_愛知県 一宮市大和町毛受字東屋敷73

いそむらファミリークリニック 23_愛知県 一宮市丹羽字古屋敷72-1

医療法人 山下病院 23_愛知県 一宮市中町1-3-5

医療法人 慶陽会 こしの内科 23_愛知県 一宮市東五城字大平裏37番地

泰玄会病院 23_愛知県 一宮市東五城字備前1-1

医療法人 厚恵会 橋本内科クリニック 23_愛知県 一宮市萩原町河田方字三味浦55-1

萩原うかい内科 23_愛知県 一宮市萩原町花井方字一本松33-1

森中央クリニック 23_愛知県 一宮市萩原町西宮重字東光堂18

一宮市 あさのこどもクリニック 23_愛知県 一宮市萩原町西御堂字社宮司29

木村医院 23_愛知県 一宮市八幡1-6-6

医療法人 薔風会 加藤クリニック 23_愛知県 一宮市八幡4-7-28

中島整形外科クリニック 23_愛知県 一宮市冨田26

兵藤こどもクリニック 23_愛知県 一宮市冨田字南新田15-12

大島眼科クリニック 23_愛知県 一宮市北園通5丁目20

加固内科クリニック 23_愛知県 一宮市北園通6-6-6

みやび整形外科 23_愛知県 一宮市北今葭山8-1

丸井医院 23_愛知県 一宮市本町3-10-25-2

しみず内科クリニック 23_愛知県 一宮市本町4丁目21-14

森クリニック 23_愛知県 一宮市本町4丁目21-27

平谷小児科 23_愛知県 一宮市末広3-9-1

医療法人医徳会 国井病院 23_愛知県 一宮市木曽川町黒田三ノ通り32番地1

おじお内科 23_愛知県 一宮市木曽川町黒田字西町北37-1

皮フ科・内科 よこたクリニック 23_愛知県 一宮市木曽川町里小牧字寺東174-2

ささの整形外科 23_愛知県 一宮市木曽川町里小牧字寺東177-1

さかたこどもクリニック 23_愛知県 一宮市木曽川町里小牧字寺東177-2

浅井耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 一宮市木曽川町里小牧字清水50

皮フ科内科よこたクリニック 23_愛知県 一宮市木曽川町里小牧寺東174-2

医療法人 清流会 五藤医院 23_愛知県 一宮市木曽川町里小牧野方170

医療法人 糖和会 内科ののがき 23_愛知県 一宮市野口1-9-7

やまかみ内科循環器科 23_愛知県 稲沢市一色中屋敷町153-1

おかざき内科 23_愛知県 稲沢市稲島東6丁目31

かじうらファミリークリニック 23_愛知県 稲沢市下津住吉町22

いしはら内科・循環器内科クリニック 23_愛知県 稲沢市下津大門町91-1

大里クリニック 23_愛知県 稲沢市高重中町118-1

医療法人 恭純会 服部整形外科 23_愛知県 稲沢市国府宮4丁目15-11

こうのみやクリニック 23_愛知県 稲沢市国府宮4丁目19番1号

ほり皮フ科クリニック 23_愛知県 稲沢市重本1-58

鈴木クリニック 23_愛知県 稲沢市正明寺2-17-5

383 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

おくむら小児科 23_愛知県 稲沢市石橋4丁目80番地

たけむらクリニック 23_愛知県 稲沢市赤池旗屋町1-1

かげやまクリニック 23_愛知県 稲沢市祖父江町桜方西郷31

こどものお医者さんおがわクリニック 23_愛知県 稲沢市祖父江町祖父江高熊408-1

医療法人 わたなべ医院 23_愛知県 稲沢市祖父江町祖父江南川原67-10

JA愛知厚生連 稲沢厚生病院 23_愛知県 稲沢市祖父江町本甲拾町野7番地

かわむらクリニック 23_愛知県 稲沢市大塚北6-50

タチ眼科 23_愛知県 稲沢市大矢町三條田33-1

医療法人 荒尾内科・耳鼻咽喉科 23_愛知県 稲沢市梅須賀町7丁目31番地

岡崎メイツ腎・睡眠クリニック 23_愛知県 岡崎市稲熊町2-86

医療法人  山武会  岡崎南病院 23_愛知県 岡崎市羽根東町1丁目1番地3

うちぼり医院 23_愛知県 岡崎市岡町字方便1-22

おくやしきクリニック 23_愛知県 岡崎市下青野町奥屋敷39

なでしこ内科クリニック 23_愛知県 岡崎市鴨田町字広元171

ふるた耳鼻咽喉科 23_愛知県 岡崎市戸崎町屋敷18番地

岡田胃腸科クリニック 23_愛知県 岡崎市若松東2-9-5

医療法人葵 葵クリニック西岡崎 23_愛知県 岡崎市昭和町北浦1番地

上六名こどもクリニック 23_愛知県 岡崎市上六名3-9-10

志貴医院 23_愛知県 岡崎市上六名4丁目7-1

鈴木クリニック 23_愛知県 岡崎市真伝吉祥2-38-13

特別養護老人ホーム さくらレジデンス 23_愛知県 岡崎市仁木町字東郷8番地1

医療法人 菅整形外科・内科クリニック 23_愛知県 岡崎市石神町3-13

ARTクリニックみらい 23_愛知県 岡崎市大樹寺2丁目2-2

介護老人保健施設 さくら大樹 23_愛知県 岡崎市大樹寺3丁目9-1

おかざき糖尿病内科クリニック 23_愛知県 岡崎市大門5-22-7

野田整形外科クリニック 23_愛知県 岡崎市大和町字西島51-18

医療法人鉄友会 宇野病院 23_愛知県 岡崎市中岡崎町1番地10

介護老人保健施設 さくらの里 23_愛知県 岡崎市中岡崎町2-25

医療法人葵 葵セントラル病院 23_愛知県 岡崎市中田町4番地5

フェアリーベルクリニック 23_愛知県 岡崎市中島町鮫田12

宮地医院 23_愛知県 岡崎市柱町南屋敷32

伊藤医院 23_愛知県 岡崎市定国町郷外7

亀井医院 23_愛知県 岡崎市伝馬通1-52

ハートクリニック神田 23_愛知県 岡崎市洞町字西浦6-1

日名透析クリニック 23_愛知県 岡崎市日名中町1-36

うちだクリニック 23_愛知県 岡崎市美合町本郷291-1
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おの医院 23_愛知県 岡崎市百々西町4-3

坂堂医院 23_愛知県 岡崎市福寿町1-11

北野桝塚診療所 23_愛知県 岡崎市北野町字二番訳75-1

医療法人 木南舎 冨田病院 23_愛知県 岡崎市本宿町字南中町32

川島小児科 水野医院 23_愛知県 岡崎市明大寺町字出口10番地

柴田胃腸科・内科 23_愛知県 岡崎市明大寺町字奈良井35

愛知県赤十字血液センター岡崎出張所 23_愛知県 岡崎市明大寺町寺東1-1 名鉄東岡崎駅南館5F

金山医院 23_愛知県 岡崎市野畑町字南郷中53

小森内科クリニック 23_愛知県 岡崎市竜美台1-3-20

医療法人三志会 宇野整形外科 23_愛知県 岡崎市緑丘2-7-3

若山内科 23_愛知県 岡崎市連尺通3-2

三嶋内科病院 23_愛知県 岡崎市六供町3丁目8番地2

眼科尾関クリニック 23_愛知県 海部郡蟹江町学戸2丁目35番地

かとうクリニック 23_愛知県 海部郡蟹江町今本町通22

増田医院 23_愛知県 海部郡蟹江町城二丁目496番地

みなと医療生活協同組合 かにえ診療所 23_愛知県 海部郡蟹江町大字今字下六反田11

医療法人瑞頌会 尾張温泉かにえ病院 23_愛知県 海部郡蟹江町大字西之森字⾧瀬下65-14

前田内科 23_愛知県 海部郡蟹江町富吉四丁目100番地

医療法人 飯田ファミリークリニック 23_愛知県 海部郡蟹江町富吉3-260

たかだこどもクリニック 23_愛知県 海部郡大治町三本木西之川107-1

野々村クリニック 23_愛知県 額田郡幸田町芦谷字伯楽6-1

とみた小児科 23_愛知県 額田郡幸田町横落竹ノ花2-1

三ケ根クリニック 23_愛知県 額田郡幸田町深溝権行寺11番地

京ケ峰岡田病院 23_愛知県 額田郡幸田町大字坂崎石ノ塔8番地

こうた眼科 23_愛知県 額田郡幸田町大字菱池字細井87-1

みなみ歯科クリニック 23_愛知県 額田郡幸田町大草検行156

西山みみ・はな・のどクリニック 23_愛知県 額田郡幸田町大草広野30

こん野ファミリークリニック 23_愛知県 額田郡幸田町大草字瓶割65-1

鈴木眼科医院 23_愛知県 額田郡幸田町大草松山12-6

つげ耳鼻咽喉科 23_愛知県 蒲郡市旭町4-15

かとう小児科・内科クリニック 23_愛知県 蒲郡市旭町8-12

かんだ整形外科リウマチ科 23_愛知県 蒲郡市一色町西山4-1

蒲郡厚生館病院 23_愛知県 蒲郡市栄町11-13

医療法人 カワイ外科 23_愛知県 蒲郡市丸山町7番1号

あおば内科クリニック 23_愛知県 蒲郡市形原町計後家22番1

西村耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 蒲郡市三谷町九舗6

畑川クリニック 23_愛知県 蒲郡市拾石町前浜40-13
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すずりん皮膚科クリニック 23_愛知県 蒲郡市新井形町殿海道17-1

医療法人 いとう内科小児科 23_愛知県 蒲郡市水竹町西清水川38-1

海岸通り皮ふ科 23_愛知県 蒲郡市大塚町山ノ沢7-5

医療法人メファ仁愛会 マイファミリー

クリニック蒲郡
23_愛知県 蒲郡市中央本町6-7

内科・消化器科たかしクリニック 23_愛知県 蒲郡市八百富町10-27

小田醫院 23_愛知県 蒲郡市宝町12-15

沓名医院 23_愛知県 蒲郡市本町7番24号

まついこどもクリニック 23_愛知県 刈谷市一ツ木町1丁目4-17

内科・糖尿病・内分泌 はせがわ内科ク

リニック
23_愛知県 刈谷市一ツ木町鵜島1-19

深谷皮フ科 23_愛知県 刈谷市高倉町3丁目510番地

石川内科 23_愛知県 刈谷市小垣江町上広11-1

おがきえ眼科クリニック 23_愛知県 刈谷市小垣江町中伊勢山15-1

刈谷中央クリニック 23_愛知県 刈谷市小垣江町弁天36-1

医療法人成精会 刈谷病院 23_愛知県 刈谷市神田町二丁目30番地

堀眼科医院 23_愛知県 刈谷市相生町2-22-3

清水皮膚科クリニック 23_愛知県 刈谷市大手町1-3-2

大竹耳鼻咽喉科・睡眠クリニック 23_愛知県 刈谷市大手町1-41

あらかわ内科クリニック 23_愛知県 刈谷市中手町2-419

医療法人初音会 杉浦医院 23_愛知県 刈谷市東境町児山98番地1

田和小児科医院 23_愛知県 刈谷市東陽町4-34

東刈谷八木医院 23_愛知県 刈谷市南沖野町1-12-2

医療法人 青見会 碧海中央クリニック 23_愛知県 刈谷市野田町新上納300番地1

野田町メディカルクリニック 23_愛知県 刈谷市野田町新田97-2

すがぬま耳鼻咽喉科 23_愛知県 刈谷市野田町馬池1-1

大野レディスクリニック 23_愛知県 岩倉市稲荷町高畑10

医療法人 なかよしこどもクリニック 23_愛知県 岩倉市稲荷町高畑75

のざき内科・循環器科クリニック 23_愛知県 岩倉市栄町1-5

ませきクリニック 23_愛知県 岩倉市下本町下市場135

しみず眼科クリニック 23_愛知県 岩倉市大市場町郷東59-1

大地整形外科 23_愛知県 岩倉市大地新町1-50

いわくら内科・呼吸器内科クリニック 23_愛知県 岩倉市東町東出口113

いわくら整形外科クリニック 23_愛知県 岩倉市東町東出口8番地

名草クリニック 23_愛知県 岩倉市鈴井町下新田145

にわ耳鼻咽喉科 23_愛知県 犬山市羽黒字小安126-5

医療法人 村上内科 23_愛知県 犬山市丸山天白町196番地

犬山駅西病院 23_愛知県 犬山市犬山字高見町11

386 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

(医)竹内整形外科クリニック 23_愛知県 犬山市犬山字専正寺町11-2

黒川すこやかクリニック 23_愛知県 犬山市犬山西古券99

医療法人 いつき会 樹クリニック 23_愛知県 犬山市上坂町五丁目232番地

医療法人 ふなびきクリニック 23_愛知県 犬山市前原桜坪29-2

宮田医院 23_愛知県 犬山市大字羽黒字川西2番地

医療法人 全医会 あいちせぼね病院 23_愛知県 犬山市大字五郎丸字上池31-1

みどり診療所 23_愛知県 犬山市⾧者町1-21

医療法人 こばやし耳鼻咽喉科 23_愛知県 犬山市天神町2-32

犬山病院 23_愛知県 犬山市塔野地字大畔10

榊原こどもクリニック 23_愛知県 犬山市塔野地西一丁目1-1

ハートクリニックさわだ 23_愛知県 犬山市梅坪2丁目122

カワムラ整形外科 23_愛知県 犬山市薬師前3-4

いたつ内科クリニック 23_愛知県 犬山市裏之門50番地

若山産婦人科医院 23_愛知県 江南市古知野町高瀬41番地

布袋病院 23_愛知県 江南市五明町天王45番地

柴田眼科クリニック 23_愛知県 江南市五明町福森133番地1

渡部内科医院 23_愛知県 江南市後飛保町両家171番地

杉浦皮フ科 23_愛知県 江南市江森町中38番地

愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚

生病院
23_愛知県 江南市高屋町大松原137番地

近藤療院眼科 23_愛知県 江南市勝佐町西町143

近藤療院 23_愛知県 江南市勝佐町西町153

岩田内科クリニック 23_愛知県 江南市小郷町伍大力25

浅野整形外科 23_愛知県 江南市小郷町西ノ山82

(医)なかむら・ファミリークリニック 23_愛知県 江南市上奈良町錦54-1

医療法人 永仁会 佐藤病院 23_愛知県 江南市上奈良町緑48番地

さはし内科 23_愛知県 江南市赤童子町南山138

宮垣内科 23_愛知県 江南市前飛保町緑ケ丘231番地

ひまわりクリニック 23_愛知県 江南市曽本町幼川添373

まつかわクリニック 23_愛知県 江南市村久野町中郷213-1

愛岐中央眼科 23_愛知県 江南市大間町南大間5番地

みやぐちこどもクリニック 23_愛知県 江南市東野町神上29

ほその外科小児科 23_愛知県 江南市飛高町宮町118

平成クリニック 23_愛知県 江南市尾崎町上田95

はるひこどもクリニック 23_愛知県 江南市布袋町東350

ふくもとクリニック 23_愛知県 江南市木賀町新開147

近藤医院 23_愛知県 高浜市屋敷町2-5-9

つばさクリニック 23_愛知県 高浜市神明町8-15-1

387 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

中沢内科クリニック 23_愛知県 高浜市沢渡町3-6-19

加藤クリニック 23_愛知県 春日井市下屋敷町字下屋敷1-2

医療法人 三仁会 あさひ病院 23_愛知県 春日井市下原町字村東2090番地

徳丸外科 23_愛知県 春日井市下市場町3-5-4

はやかわクリニック 23_愛知県 春日井市下市場町6丁目7番3

医療法人 俊友会 渡辺整形外科 23_愛知県 春日井市廻間町681-159

東海記念病院 23_愛知県 春日井市廻間町字大洞681-47

かちがわ北クリニック 23_愛知県 春日井市角崎町3-1

岩塚クリニック 23_愛知県 春日井市割塚町146番地

わかばこどもクリニック 23_愛知県 春日井市割塚町58

まきのファミリークリニック 23_愛知県 春日井市岩成台10-2-9

のぞみクリニック 23_愛知県 春日井市高森台四丁目14番15号

竹内医院 23_愛知県 春日井市篠木町5-47

春日井ファミリー皮フ科 23_愛知県 春日井市篠木町6-2-4

医療法人 成医会 もりなが耳鼻咽喉科 23_愛知県 春日井市出川町2-31-6

出川もりクリニック 23_愛知県 春日井市出川町5丁目25番6

医療法人 柏翠会 中村耳鼻咽喉科 23_愛知県 春日井市春見町43番地

同仁医院 23_愛知県 春日井市勝川町5-105

森内科クリニック 23_愛知県
春日井市勝川町8丁目13番地 勝川駅南口ビル1

階

医療法人 医峰会 山際クリニック 23_愛知県 春日井市小野町2-72

たけだクリニック整形外科・内科 23_愛知県 春日井市小野町5丁目89-6

白山リハビリテーション病院 23_愛知県 春日井市庄名町1011-25

医療法人KFCG 勝川よろずクリニック 23_愛知県 春日井市松河戸町2丁目6番地2

浅田レディース勝川クリニック 23_愛知県 春日井市松新町1-4 ルネック5F

はやし耳鼻咽喉科 23_愛知県 春日井市松新町2-111

服部クリニック 23_愛知県 春日井市松本町1-3-7

特定医療法人晴和会 あさひが丘ホスピ

タル
23_愛知県 春日井市神屋町1295-31

春日井リハビリテーション病院 23_愛知県 春日井市神屋町706

春日井リハビリテーション病院附属ク

リニック
23_愛知県 春日井市神屋町706

林内科医院 23_愛知県 春日井市神領町2-30-4

やまだ内科クリニック 23_愛知県 春日井市西高山町1-7-17

医療法人医誠会 東春病院 23_愛知県 春日井市西高山町3-5-1

坂井耳鼻咽喉科 23_愛知県 春日井市西山町3-15-6

遠藤整形外科クリニック 23_愛知県 春日井市前並町1丁目2番地7

春日井市総合保健医療センター 23_愛知県 春日井市鷹来町1-1-1
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かとう耳鼻咽喉科 23_愛知県 春日井市知多町2-155

Kファミリークニック 23_愛知県 春日井市知多町3-8

山﨑眼科 23_愛知県 春日井市中新町1-10-8

ルファクリニック 23_愛知県 春日井市朝宮町1-1-1

石黒内科クリニック 23_愛知県 春日井市朝宮町1-11-1

磯部皮膚科医院 23_愛知県 春日井市町屋町1-40

医療法人道雄会 和田クリニック 23_愛知県 春日井市東神明町1-5-3

かめざわクリニック 23_愛知県 春日井市東野町10-12-2

もちづき内科クリニック 23_愛知県 春日井市東野町3丁目1-8

藤山台診療所 23_愛知県 春日井市藤山台3-1-5

寺西心臓血管クリニック 23_愛知県 春日井市南下原町4-8-4

二子山ファミリークリニック 23_愛知県 春日井市二子町1-5-6

さかきばらクリニック 23_愛知県 春日井市如意申町1-10-13

吉田クリニック 23_愛知県 春日井市梅ヶ坪町71-3

滝川医院 23_愛知県 春日井市柏井町2丁目45番地1

朝宮こどもクリニック 23_愛知県 春日井市柏原町5-87

みのりクリニック小児科・アレルギー

科
23_愛知県 春日井市八光町4-44-2

成宮医院 23_愛知県 春日井市八光町4-84-3

あまの眼科クリニック 23_愛知県 春日井市八田町6丁目21-23

吉田小児科 23_愛知県 春日井市不二ガ丘1-102

きたしろ整形外科 23_愛知県 春日井市北城町4丁目1521番地1

くまい医院 23_愛知県 春日井市妙慶町148-1

舟橋外科クリニック 23_愛知県 小牧市外堀2-229

ピアーレクリニック 23_愛知県 小牧市古雅1-1ピアーレ3F

桃花台内科 23_愛知県 小牧市古雅3-22-2

高野耳鼻咽喉科 23_愛知県 小牧市古雅3-52-3

医療法人 柳雪会 江崎外科内科 23_愛知県 小牧市曙町70番地

味岡眼科 23_愛知県 小牧市小松寺3-158

みわレディースクリニック 23_愛知県 小牧市小牧2-582

医療法人胡蝶会 サンエイクリニック 23_愛知県
小牧市小牧3-560 ルミナスツインズ小牧北館1

階

志水こどもクリニック 23_愛知県 小牧市小牧3丁目152番地

平松内科呼吸器内科小牧ぜんそく睡眠

リハビリクリニック
23_愛知県 小牧市小牧一丁目565-3

産科・婦人科 ミナミクリニック 23_愛知県 小牧市小牧原4-38-1

しんばらこどもクリニック 23_愛知県 小牧市小牧原新田字南原1828-1

医療法人喜光会 北里クリニック 23_愛知県 小牧市小木西3丁目53番地

南波眼科皮膚科 23_愛知県 小牧市城山1-3 ピエスタ209
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在宅緩和ケア あすなろ医院 23_愛知県 小牧市常普請1丁目35番地

落合医院 23_愛知県 小牧市大字上末414番地

しのおか内科クリニック 23_愛知県 小牧市大字池之内字下赤堀1番地

三輪内科 23_愛知県 小牧市大字北外山2468-1

蛯原医院 23_愛知県 小牧市中央1-159

江崎眼科医院 23_愛知県 小牧市中央1丁目301番地

のむら内科外科ファミリークリニック 23_愛知県 小牧市中央5丁目366番地

植田耳鼻咽喉科 23_愛知県 小牧市中央6-5

医療法人 友愛会 ミナミ産婦人科 23_愛知県 小牧市田県町47番地

DOI  CLINIC 23_愛知県 小牧市藤島町鏡池72

ふかつ泌尿器科・皮ふ科クリニック 23_愛知県 小牧市北外山1579

医療法人 瑞邦会 森川整形外科医院 23_愛知県 小牧市北外山2944-1

内科小児科須知医院 23_愛知県 常滑市栄町6丁目155番地

伊藤クリニック 23_愛知県 常滑市市場町1-45

ひだ小児科医院 23_愛知県 常滑市字乙田29-1

常滑眼科クリニック 23_愛知県 常滑市折戸3-1

伊紀医院 23_愛知県 常滑市大野町4-39

加藤耳鼻咽喉科 23_愛知県 常滑市大野町9丁目130番地

鷹津内科小児科 23_愛知県 常滑市虹の丘7-10

晴クリニック 23_愛知県 常滑市飛香台7-2-5

杉江医院 23_愛知県 常滑市本町2-97

村川医院 23_愛知県 常滑市矢田字戸井田22-1

宮本医院 23_愛知県 新城市海老字野辺23

医療法人 寿泉会 今泉病院 23_愛知県 新城市字宮ノ前24-3

西新町整形外科 23_愛知県 新城市字札木32-10

中村医院 23_愛知県 新城市字的場49-1

さくら眼科 23_愛知県 新城市上平井959-1

中根医院 23_愛知県 新城市城北2丁目2の1

とも整形外科リハビリクリニック 23_愛知県 新城市杉山字篠刈47-1

ほうらいクリニック 23_愛知県 新城市大野字上野13-1

医療法人 星野病院 23_愛知県 新城市大野字上野70-3

くまがい医院 23_愛知県 新城市富永字郷中63-2

よしだ耳鼻咽喉科 23_愛知県 新城市富永字新栄1-1

茶臼山厚生病院 23_愛知県 新城市富沢453-1

医療法人 静巌堂医院 23_愛知県 新城市副川字大貝津13番地

米田内科 23_愛知県 新城市平井字新栄127-1

医療法人三才堂 内山医院 23_愛知県 新城市平井字新栄2-1

のだクリニック 23_愛知県 新城市野田字西郷62-18
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こんどう眼科 23_愛知県 瀬戸市山口町237-1

医療法人 宏生会 水野病院 23_愛知県 瀬戸市小田妻町1丁目190番地の2

こだま耳鼻科クリニック 23_愛知県 瀬戸市水南町155-1

坂田内科 23_愛知県 瀬戸市西本町1丁目11番地

とりいクリニック 23_愛知県 瀬戸市石田町45-1

すずき整形外科 23_愛知県 瀬戸市川端町3-31

⾧江内科小児科医院 23_愛知県 瀬戸市前田町11番地

医療法人 青山病院 23_愛知県 瀬戸市南山町1-53

医療法人 嶺会 髙阪内科 23_愛知県 瀬戸市南仲之切町111

鈴木耳鼻咽喉科 23_愛知県 瀬戸市菱野台3-57

有竹眼科 23_愛知県 瀬戸市菱野台4-7

医療法人社団 オアシス会 大橋医院 23_愛知県 瀬戸市北脇町149番地

瀬戸みどりのまち病院 23_愛知県 瀬戸市緑町2丁目114-1

ませき医院 23_愛知県 瀬戸市刎田町31

丹羽医院 23_愛知県 清須市春日天神135

尾関医院 23_愛知県 清須市西枇杷島町橋詰72-1

遠藤外科・整形外科 23_愛知県 清須市西枇杷島町古城2-4-5

枇杷島古城こころクリニック 23_愛知県 清須市西枇杷島町泉72

石原医院 23_愛知県 清須市西枇杷島町辰新田71-1

こづか耳鼻咽喉科 23_愛知県 清須市東ヶ口102番地1

N.キッズファミリークリニック 23_愛知県 西春日井郡豊山町豊場高前80

エアポートウォーク眼科 23_愛知県
西春日井郡豊山町豊場林先1-8 エアポート

ウォーク名古屋3階

医療法人 社団福祉会 高須病院 23_愛知県 西尾市一色町赤羽上郷中113-1

宍戸整形外科 23_愛知県 西尾市塩町9番地

医療法人 稲垣レディスクリニック 23_愛知県 西尾市横手町北屋敷45-3

宮崎医院 23_愛知県 西尾市吉良町吉田上浜32

加藤医院 23_愛知県 西尾市駒場町屋敷2

浅井内科 23_愛知県 西尾市戸ヶ崎二丁目15番地8

医療法人 石川内科 23_愛知県 西尾市今川町東大城15-1

米津老人保健施設 23_愛知県 西尾市桜町4-31

いながき内科 23_愛知県 西尾市上矢田町郷後59-8

黒部眼科 23_愛知県 西尾市西幡豆町西見影33番地1

復明館 水谷眼科 23_愛知県 西尾市丁田町落1

幡豆クリニック 23_愛知県 西尾市東幡豆町彦田前33

医療法人かとう皮フ科 23_愛知県 西尾市徳次町下十五夜15番地1

とみやまこどもクリニック 23_愛知県 西尾市富山1丁目9-7

よねづクリニック 23_愛知県 西尾市米津町野寺道46-5

医療法人 田中会 西尾病院 23_愛知県 西尾市和泉町22番地
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村瀬医院 23_愛知県 大府市中央町2-100

ひらしま整形外科リウマチ科クリニッ

ク
23_愛知県 大府市横根町古井戸12-3

尾関眼科クリニック 23_愛知県 大府市横根町名高山46-1

大府あおぞら有床クリニック 23_愛知県 大府市吉田町半ノ木45-1

ペンギンこどもクリニック 23_愛知県 大府市共西町4-391-2

いまむらクリニック 23_愛知県 大府市共和町7-68-3

石川医院 23_愛知県 大府市中央町6-65

加藤内科・胃腸科 23_愛知県 大府市中央町6丁目91番地

早川クリニック 23_愛知県 大府市東新町2-140 2階

おおぶ糖尿病・甲状腺クリニック 23_愛知県
大府市柊山町1-175-1 リソラ大府クリニック

モール1階

めいせい志賀クリニック 23_愛知県 大府市明成町二丁目280番地1

みどりクリニック 23_愛知県 丹羽郡大口町丸2-71

やまだクリニック 23_愛知県 丹羽郡大口町秋田1-376

今井医院 23_愛知県 丹羽郡大口町中小口1-19

コスモス眼科 23_愛知県 丹羽郡大口町余野6丁目123番地

医療法人 白木ふそう耳鼻咽喉科 23_愛知県 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰124

大川外科胃腸科クリニック 23_愛知県 丹羽郡扶桑町高雄伊勢帰133-2

山田整形外科 23_愛知県 丹羽郡扶桑町大字高雄字定松90-1

かつし家庭医療医院 23_愛知県 丹羽郡扶桑町南山名前ノ前8

山田内科 23_愛知県 知多郡阿久比町大字草木字平井堀3

医療法人ディスニック 浅井外科 23_愛知県 知多郡阿久比町白沢字天神前33-2

高津耳鼻咽喉科 23_愛知県 知多郡阿久比町白沢天神裏41-2

あぐい小児科クリニック 23_愛知県 知多郡阿久比町福住坊田34

きとう眼科医院 23_愛知県
知多郡東浦町緒川旭6-2 イオンモール東浦エ

ンジョイライフ館1F

おがわ耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 知多郡東浦町緒川字旭10番3

耳鼻咽喉科みやこクリニック 23_愛知県 知多郡東浦町石浜なかね12-7

医療法人H&H ひだかこどもクリニッ

ク
23_愛知県 知多郡東浦町大字緒川字大門一区3-2

医療法人社団 藤樹会 藤沢医院 23_愛知県 知多郡東浦町大字石浜字白山1番地の100

前田クリニック 23_愛知県 知多郡東浦町藤江字山敷139-5

みどりの風 南知多病院 23_愛知県 知多郡南知多町大字豊丘字孫廻間86番地

医療法人 ふれあい会 美浜クリニック 23_愛知県 知多郡美浜町大字北方字山鼻77-7

榊原医院 23_愛知県 知多郡美浜町布土大池41

内科・外科 渡辺医院 23_愛知県 知多郡武豊町高野前80

ちゅうや整形外科 23_愛知県 知多郡武豊町字二ヶ崎1-70

じこう医院 23_愛知県 知多郡武豊町東⾧宗13-1
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知多耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 知多市にしの台4-13-14

平クリニック 23_愛知県 知多市旭三丁目100

内山クリニック 23_愛知県 知多市寺本新町1-122

医療法人 原田レディースクリニック 23_愛知県 知多市寺本本町1-172

知多小嶋記念病院 23_愛知県 知多市新知字永井2番地の1

新知台耳鼻咽喉科 23_愛知県 知多市新知台2-4-30

知多眼科クリニック 23_愛知県 知多市新知東町1-7-9

新舞子眼科医院 23_愛知県 知多市新舞子字大口206-2

清水ヶ丘整形外科 23_愛知県 知多市清水が丘2-905

中井内科クリニック 23_愛知県 知多市日⾧字神山畔123-1

医療法人 深谷会 富士病院 23_愛知県 知立市牛田町西屋敷137番地1

かみやクリニック 23_愛知県 知立市弘法町弘法山45-5

永田医院耳鼻咽喉科 23_愛知県 知立市新富2-33 セントラルプラザ3F

新林内科医院 23_愛知県 知立市新林町新林40-6

医療法人 光慈会 知立老人保健施設 23_愛知県 知立市新林町北林44番地

いわせ外科クリニック 23_愛知県 知立市西町新川1-3

水野内科クリニック 23_愛知県 知立市池端2-17

加藤耳鼻咽喉科 23_愛知県 知立市南新地3-2-6

大山クリニック 23_愛知県 知立市南陽2-48

ファミリークリニック優 23_愛知県 ⾧久手市根嶽1403

杉山耳鼻咽喉科 23_愛知県 ⾧久手市作田2-1201

医療法人 橘会  東名病院 23_愛知県 ⾧久手市作田一丁目1110

ヒロ整形クリニック 23_愛知県 ⾧久手市山越101-1

永井内科クリニック 23_愛知県 ⾧久手市氏神前116

かおる耳鼻咽喉科・アレルギー科 23_愛知県 ⾧久手市池田95-1

図書館通りクリニック 23_愛知県 ⾧久手市仲田1104

愛知淑徳大学クリニック 23_愛知県 ⾧久手市片平二丁目17-18

すぎのクリニック 23_愛知県 津島市元寺町2-4-1

坪内医院 23_愛知県 津島市江東町1-56-1

大橋眼科医院 23_愛知県 津島市今市場町1-10

医療法人 参育会 加藤医院 23_愛知県 津島市字小切120-1

つしま佐久間眼科 23_愛知県 津島市新開町1-40-1

はせ川外科 23_愛知県 津島市神守町字古道34

内科.消化器内科.小児科 平野医院 23_愛知県 津島市西愛宕町2-176

北新開クリニック 23_愛知県
津島市大字津島北新開351番地 ヨシヅヤ津島

本店1F

医療法人 杉山クリニック 23_愛知県 津島市中地町4の57の6

医療法人 宏徳会 安藤病院 23_愛知県 津島市唐臼町半池72-1

彦坂外科 23_愛知県 津島市東愛宕町3-93-1
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ひだかファミリークリニック 23_愛知県 津島市東柳原町4-19-1

大鹿眼科 23_愛知県 津島市東柳原町4-27

あいち健康クリニック 23_愛知県 津島市藤里町2-5

大橋産婦人科クリニック 23_愛知県 津島市埋田町2-63

医療法人 三善会 津島中央病院 23_愛知県 津島市葉苅町字綿掛63番地

愛知県厚生農業同組合連合会 渥美病院 23_愛知県 田原市神戸町赤石1番地1

医療法人有心会 かんべ整形リハビリク

リニック
23_愛知県 田原市神戸町堀池51-1

菜の花内科クリニック 23_愛知県 田原市神戸町明土9-1

おかだクリニック 23_愛知県 田原市石神町西沖田7-2

ふれあいばし診療所 23_愛知県 田原市東赤石4-1

医療法人 富永医院 23_愛知県 田原市豊島町前田133-2

ふくおか耳鼻咽喉科 23_愛知県 東海市加木屋町2丁目224-2

早川医院 23_愛知県 東海市荒尾町外山72

耳鼻咽喉科 宮澤クリニック 23_愛知県 東海市荒尾町山王11

じんのクリニック 23_愛知県 東海市荒尾町寿鎌98番地

東海やまもと眼科 23_愛知県 東海市荒尾町本郷41-1

みわホームクリニック 23_愛知県 東海市大田町蟹田126

池田耳鼻咽喉科 23_愛知県 東海市大田町後田203-5

小嶋病院 23_愛知県 東海市大田町後田97番地

公立西知多総合病院 23_愛知県 東海市中ノ池三丁目1番地の1

中央クリニック 23_愛知県 東海市東海町5-3

如来山内科・外科クリニック 23_愛知県 東海市富貴ノ台2-165

カコ メディカル ライフ クリニック 23_愛知県 東海市富木島町前田面44-3

こじま内科 23_愛知県 東海市名和町蓮池15番地

日進眼科クリニック 23_愛知県 日進市栄2-1204

日進胃腸科・外科 23_愛知県 日進市栄3-1204

かさしま耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 日進市栄4丁目103

東名古屋医師会休日急病診療所 23_愛知県 日進市蟹甲町中島22番地

志水医院 23_愛知県 日進市岩崎町神明86番地

しんあいクリニック 23_愛知県 日進市岩崎町北高上44-4

おやま耳鼻咽喉科 23_愛知県 日進市香久山2-2104

香久山こどもクリニック 23_愛知県 日進市香久山4-1105-1

かぐやま眼科 23_愛知県 日進市香久山5-1801 MIO香久山2階

三本木クリニック 23_愛知県 日進市三本木町細廻間2-1

杉本クリニック 23_愛知県 日進市赤池1-3001 第25オーシャンプラザ3F

平針北クリニック 23_愛知県 日進市赤池町屋下306-2

きまたクリニック 23_愛知県 日進市赤池南2-111
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日進おりど病院 23_愛知県 日進市折戸町西田面110

うかい医院 23_愛知県 日進市東山4-621-2

川出耳鼻咽喉科 23_愛知県 日進市梅森台2丁目212

医療法人財団 愛泉会 愛知国際病院 23_愛知県 日進市米野木町南山987-31

日進クリニック 23_愛知県 日進市北新町二段場10番地

辻クリニック 23_愛知県 半田市栄町3-143

アトラスファミリークリニック 23_愛知県 半田市岩滑西町2-112-1

小出クリニック 23_愛知県 半田市亀崎常盤町3-107

医療法人ふれあい会 半田東クリニック 23_愛知県 半田市亀崎町10-143

医療法人ふれあい会 23_愛知県 半田市亀崎町10-143

半田眼科クリニック 23_愛知県 半田市宮本町5-331-3

医療法人KLC キッズランドクリニック 23_愛知県 半田市広小路町152-8

安野内科 23_愛知県 半田市広小路町153-10

森クリニック 23_愛知県 半田市広小路町154番地の14

ユーアイクリニック 23_愛知県 半田市広小路町155-3 クラシティ半田2階

橋本医院 23_愛知県 半田市更生町1-121-1

高川クリニック 23_愛知県 半田市更生町1丁目125-5

住吉町クリニック 23_愛知県 半田市住吉町2丁目165番地

おっかわ耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 半田市小神町16-14

今泉内科 23_愛知県 半田市瑞穂町8-13-4

医療法人ふれあい会 半田クリニック 23_愛知県 半田市清城町1-6-8

武内眼科 23_愛知県 半田市大池町2-143

おっかわこどもとアレルギーのクリ

ニック
23_愛知県 半田市大伝根町1-5-18

医療法人ハタゴ会 斎藤眼科 23_愛知県 半田市大和町1-39-3

医療法人竹内内科クリニック 23_愛知県 半田市仲田町2丁目5番地

浜医院 23_愛知県 半田市北二ッ坂町1-6-40

松本こどもクリニック 23_愛知県 半田市有楽町1-128

半田中央病院 23_愛知県 半田市有脇町13-101

くすのき内科 23_愛知県 尾張旭市旭前町4-7-2

せとかいどう花井クリニック 23_愛知県 尾張旭市印場元町3-4-5

いながきクリニック 23_愛知県 尾張旭市根の鼻町1丁目2番地の9

栄花皮フ科 23_愛知県 尾張旭市三郷町栄1 LEVELFOUR4F

医療法人 加藤内科クリニック 23_愛知県 尾張旭市三郷町中井田163番地2

うりすクリニック 23_愛知県 尾張旭市三郷町陶栄3

医療法人 翔心会 松井ハートクリニッ

ク
23_愛知県 尾張旭市狩宿町3丁目71番地
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近藤眼科クリニック 23_愛知県 尾張旭市渋川町2-14-11

松尾医院 23_愛知県 尾張旭市庄南町3丁目8番地5

しんたに医院 23_愛知県 尾張旭市上の山町間口3033-5

浅野産婦人科 23_愛知県 尾張旭市城前町4-1-9

星合クリニック 23_愛知県 尾張旭市新居町木の本7

医療法人 誠和会 佐伯小児科医院 23_愛知県 尾張旭市西大道町前田3794-2

あらかわ医院 23_愛知県 尾張旭市大久手町中松原39番地

加藤眞二クリニック 23_愛知県 尾張旭市東印場町二反田41番地

飯田クリニック 23_愛知県 尾張旭市東栄町2-8-8

医療法人 本地ヶ原クリニック 23_愛知県 尾張旭市南栄町旭ケ丘57-3

ひでき・ゆかりクリニック 23_愛知県 尾張旭市南本地ヶ原町2-14

森林公園通クリニック 23_愛知県 尾張旭市柏井町公園通536

やすい医院 23_愛知県 尾張旭市白鳳町1-120

きたはらやまクリニック 23_愛知県 尾張旭市北原山町平池浦1856-1

医療法人 なかじまクリニック 23_愛知県 尾張旭市北山町六反田21

緑ヶ丘ファミリークリニック 23_愛知県 尾張旭市緑町緑ヶ丘121-81

ほんじ眼科クリニック 23_愛知県 尾張旭市緑町緑ケ丘163-2

永井小児クリニック 23_愛知県 碧南市栄町2丁目69番地

杉浦こどもクリニック 23_愛知県 碧南市塩浜町2-22

SSC杉浦医院 23_愛知県 碧南市音羽町2-6

⾧田医院 23_愛知県 碧南市源氏町4丁目36番地

医療法人 作塚杉浦クリニック 23_愛知県 碧南市作塚町3丁目10

にしばたクリニック 23_愛知県 碧南市札木町2-74

医療法人 松和会 新川中央病院 23_愛知県 碧南市松江町6丁目83番地

医療法人 愛生館 小林記念病院 23_愛知県 碧南市新川町3-88

医療法人 堀尾医院 23_愛知県 碧南市新川町5-108

板倉医院 23_愛知県 碧南市浅間町1-89

岡村産科婦人科 23_愛知県 碧南市沢渡町29

平岩医院 23_愛知県 碧南市中山町6-55

耳鼻咽喉科ふじうらクリニック 23_愛知県 碧南市二本木町2-50

オオノ眼科クリニック 23_愛知県 碧南市野田町130番地

上平医院 23_愛知県 碧南市野田町52番地

碧南整形外科 23_愛知県 碧南市緑町2-70

小石整形外科クリニック 23_愛知県 豊橋市つつじが丘1-8-8

小石マタニティクリニック 23_愛知県 豊橋市つつじが丘2-7-1

かきはら眼科クリニック 23_愛知県 豊橋市つつじが丘2丁目29-3

成田記念病院 23_愛知県 豊橋市羽根井本町134番地

市川医院 23_愛知県 豊橋市羽田町38

医療法人 島病院 23_愛知県 豊橋市雲谷町字上ノ山65-138

396 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

中島脳神経外科 23_愛知県 豊橋市下五井町捨田45-1

高橋外科 23_愛知県 豊橋市花田町字中ノ坪50

医)青澄会 きよし整形外科リハビリク

リニック
23_愛知県 豊橋市花田二番町78番地

賀茂クリニック 23_愛知県 豊橋市賀茂町字宗未48

医療法人 胃腸科 清水内科 23_愛知県 豊橋市鴨田町42-2

いなづみクリニック 23_愛知県 豊橋市関屋町200-2

吉田方クリニック 23_愛知県 豊橋市吉川町245番地4

里童こころと育ちのクリニック 23_愛知県 豊橋市吉川町61番地

成瀬泌尿器科 都道府県 豊橋市牛川町字田中17

医療法人 光生会 光生会病院 23_愛知県 豊橋市吾妻町137

医療法人 大岩クリニック 23_愛知県 豊橋市向草間町字北新切121-1

マイクリニック大久保 豊橋 23_愛知県
豊橋市広小路1丁目18番地 ウェルプラザユ

メックス6階

みやざわ小児科 23_愛知県 豊橋市高師石塚町石塚11-22

ばんの内科クリニック 23_愛知県 豊橋市高師本郷町字北浦74-1

武内眼科クリニック 23_愛知県 豊橋市山田二番町11

白井メディカルクリニック 23_愛知県 豊橋市春日町2丁目13-2

伊藤内科 23_愛知県 豊橋市曙町字松並8-1

塩之谷整形外科 23_愛知県 豊橋市植田町関取54

かずおメンタルクリニック 23_愛知県 豊橋市西幸町字浜池43番地2

はたのクリニック耳鼻咽喉科・小児耳

鼻咽喉科
23_愛知県 豊橋市西小鷹野2丁目1-1

ひかりクリニック 23_愛知県 豊橋市西松山町25-1

杢野医院 23_愛知県 豊橋市船町280番地

三沢医院 23_愛知県 豊橋市前田南町1-21-1

松井医院 23_愛知県 豊橋市草間町字東山93-1

みなみが丘クリニック 23_愛知県 豊橋市大岩町字前荒田67-72

医療法人財団 医正会 二川病院 23_愛知県 豊橋市大岩町字北元屋敷36-3

医療法人 大岩の森 太田整形外科 23_愛知県 豊橋市大岩町字北山351

大岩整形外科・皮フ科 23_愛知県 豊橋市大橋通り2-115

さかとクリニック 23_愛知県 豊橋市大手町101番地

医療法人藤成会 まつお乳腺クリニック 23_愛知県 豊橋市築地町36-1

医療法人 こどもの国 大谷小児科 23_愛知県 豊橋市中岩田二丁目15番地2

平尾医院 23_愛知県 豊橋市中松山町83

豊橋市休日夜間急病診療所 23_愛知県 豊橋市中野町字中原100

田中医院 23_愛知県 豊橋市中野町大原11

今泉産婦人科医院 23_愛知県 豊橋市仲ノ町112-3
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もりお医院 23_愛知県 豊橋市柱九番町87.2

豊橋メイツ睡眠クリニック 23_愛知県 豊橋市東光町50

井澤医院(耳鼻咽喉科・気管食道科) 23_愛知県 豊橋市東新町180-1

もりおか医院 23_愛知県 豊橋市東森岡1-3-5

医療法人 慈豊会 大島整形外科クリ

ニック
23_愛知県 豊橋市東田町井原39-7

もりた耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊橋市東脇1-7-7

木下内科 23_愛知県 豊橋市東脇2丁目13-10

医療法人 野村小児科 23_愛知県 豊橋市東脇三丁目2-15

河辺皮フ科 23_愛知県 豊橋市南栄町蟹原20-3

中川内科 23_愛知県 豊橋市南大清水町字富士見593-18

なかまち医院 23_愛知県 豊橋市二川町字中町56番地

山本医院 23_愛知県 豊橋市二川町字北裏35

⾧屋病院 23_愛知県 豊橋市八町通3-119

たけるクリニック 23_愛知県 豊橋市飯村北1-7-4

いむれ内科クリニック 23_愛知県 豊橋市飯村北五丁目2番15

医療法人 山本一誠会 山本肛門科胃腸

科
23_愛知県 豊橋市浜道町八坂41

端山産婦人科 23_愛知県 豊橋市福岡町57

豊橋メイツクリニック 23_愛知県 豊橋市平川南町73

スキンクリニック山本皮フ科 23_愛知県 豊橋市平川本町1-2-11

かわぐちこどもクリニック 23_愛知県 豊橋市牟呂町字大塚86-1

羽柴クリニック 23_愛知県 豊橋市野依台1-32-3

医療法人 さわらび会 福祉村病院 23_愛知県 豊橋市野依町字山中19-14

野依眼科 23_愛知県 豊橋市野依町字落合1-12

福井脳神経外科 23_愛知県 豊橋市立花町3番地

医)秋山内科 23_愛知県 豊橋市老松町156-1

クリニックすみた 23_愛知県 豊川市伊奈町南山新田305-12

医療法人 安形医院 23_愛知県 豊川市一宮町泉140番地

有木眼科クリニック 23_愛知県 豊川市駅前通2-95

伊藤医院 23_愛知県 豊川市下⾧山町中屋敷1-1

きくちメンタルクリニック 23_愛知県 豊川市牛久保町城跡20-1

今泉アイクリニック 23_愛知県 豊川市錦2番地

医療法人 公正会 御津南医院 23_愛知県 豊川市御津町御馬膳田103-3

たけもとクリニック 23_愛知県 豊川市御津町広石小城前54

医療法人 鳳紀会 可知病院 23_愛知県 豊川市国府町桜田15-1

福田内科 23_愛知県 豊川市三蔵子町大道79-1

豊川アレルギーリウマチクリニック 23_愛知県 豊川市宿町野川10番地5

中村医院 23_愛知県 豊川市小田渕町下垂77
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丹羽クリニック 23_愛知県 豊川市諏訪4-200

医療法人英敬会 すずき クリニック 23_愛知県 豊川市西塚町2-16-1

こざわ小児科 23_愛知県 豊川市西豊町三丁目8番地

医療法人蓮花 あかさかクリニック 23_愛知県 豊川市赤坂町松本176-1

医療法人ヒューマン湯浅眼科 23_愛知県 豊川市千歳通4丁目8番地の1

医療法人おおにしこどもクリニック 23_愛知県 豊川市蔵子6-11-15

大崎整形リハビリクリニック 23_愛知県 豊川市大崎町下金居場58

眼科 津山クリニック 23_愛知県 豊川市大木町鑓水339-1

医療法人 ユタカ医院 23_愛知県 豊川市大木町鑓水402-1

大橋医院 23_愛知県 豊川市東桜木町88

一宮クリニック 23_愛知県 豊川市東上町松本104-2

いたや耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊川市馬場町薬師73

野本医院 23_愛知県 豊川市萩山町3丁目6番地の2

みかわ血管外科クリニック 23_愛知県 豊川市八幡町新堀24

さかまきクリニック 23_愛知県 豊川市八幡町東赤土83-4

皆藤クリニック 23_愛知県 豊川市豊川栄町20番地

医療法人たけだクリニック 23_愛知県 豊川市豊川町波通34-1

耳鼻咽喉科 井上医院 23_愛知県 豊川市野口町西野30-1

かとう内科医院 23_愛知県 豊川市野口町道下59番地

おかもとクリニック 23_愛知県 豊田市伊保町下川原97-2

永覚Kidsクリニック 23_愛知県 豊田市永覚新町1丁目17-3

仁大病院 23_愛知県 豊田市猿投町入道3-5

星野耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 豊田市鴛鴨町向山173-1

イトウ内科クリニック 23_愛知県 豊田市下市場町6-1

ともまつクリニック 23_愛知県 豊田市花園町才兼77-2

柿本クリニック 23_愛知県 豊田市柿本町4-8

久保田クリニック 23_愛知県 豊田市柿本町6丁目21番地

もとまち内科クリニック 23_愛知県 豊田市柿本町7-66-1

山之手痛みと内科のクリニック 23_愛知県 豊田市丸山町8丁目25番地

東加茂クリニック 23_愛知県 豊田市岩滝町高入48-1

内田クリニック 23_愛知県 豊田市喜多町4-50-1

清水皮膚科医院 23_愛知県 豊田市駒場町向金440-1

駒場クリニック 23_愛知県 豊田市駒場町南124

中野胃腸病院 23_愛知県 豊田市駒新町金山1-12

医療法人清慈会 鈴木病院 23_愛知県 豊田市月見町1丁目10番地8

せき内科 23_愛知県 豊田市月見町3丁目2番地3

やふそ小児科 23_愛知県 豊田市御立町8-54

医療法人美衣会 衣ヶ原病院 23_愛知県 豊田市広久手町2丁目34番地

菅沼医院 23_愛知県 豊田市高橋町1-61
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松崎耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊田市山之手2-91

つかさ整形外科 23_愛知県 豊田市司町5-12

あんどう耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 豊田市四郷町千田64-1

小早川整形外科・内科 23_愛知県 豊田市市木町5-1-2

いけど内科クリニック 23_愛知県 豊田市市木町6-38

いしぐろ在宅診療所 23_愛知県 豊田市十塚町3-36 リーパスビル301号

医療法人泉会 細野クリニック 23_愛知県 豊田市曙町2-21

豊田土橋こころのクリニック 23_愛知県 豊田市曙町3-8

小原診療所 23_愛知県 豊田市小原町平田355

医療法人 豊仁会 川出耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊田市小坂本町4丁目6番地6

あさひが丘クリニック 23_愛知県 豊田市小川町4丁目49-2

上豊田さくら乳腺クリニック 23_愛知県 豊田市上原町西山25番1

医療法人偕行会 浄水共立クリニック 23_愛知県 豊田市浄水町伊保原300番地

介護老人保健施設さなげ 23_愛知県 豊田市浄水町原山1-54

いとう耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊田市浄水町南平54-1

おおくぼ内科クリニック 23_愛知県 豊田市浄水町南平56-1

豊田しんまち耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊田市新町4丁目34-2

深見眼科 23_愛知県 豊田市陣中町1丁目6番11

医療法人愛知会 家田病院 23_愛知県 豊田市畝部西町城ヶ堀11-1

星ヶ丘たなかこどもクリニック 23_愛知県 豊田市西岡町星ヶ丘264-1

医療法人樹敬会 うめもとクリニック 23_愛知県 豊田市西岡町唐池34-6

芳賀耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 豊田市西岩田1-13-13

豊田市こども発達センターのぞみ診療

所
23_愛知県 豊田市西山町2-19

豊田地域医療センター 23_愛知県 豊田市西山町3-30-1

ちかだクリニック 23_愛知県 豊田市西中山町牛田63-33

おおしま小児科アレルギー科 23_愛知県 豊田市西町1-112 マルタビル3F

河合眼科 23_愛知県 豊田市西町6-2-8

牧原胃腸科外科 23_愛知県 豊田市青木町1-8-6

豊田睡眠呼吸障害治療クリニック 23_愛知県 豊田市前山町三丁目1番地1 萬秀ビル2階

内科・小児科 小石川医院 23_愛知県 豊田市足助町本町24

医療法人 高橋医院 23_愛知県 豊田市大沼町越田和58

山口胃腸科外科クリニック 23_愛知県 豊田市大清水町原山108-3

ふなはし内科クリニック 23_愛知県 豊田市大林町17丁目7番地21

豊田若竹病院 23_愛知県 豊田市竹元町荒子15

医療法人 史寿会 浅井クリニック 23_愛知県 豊田市中根町永池175-1

えんどう内科 23_愛知県 豊田市堤本町本地11-2

うめだクリニック 23_愛知県 豊田市田中町5丁目38-9

三宅クリニック 23_愛知県 豊田市土橋町8-112-2
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医療法人 加藤医院 23_愛知県 豊田市東山町2-1511-1

医療法人 渡辺耳鼻咽喉科 23_愛知県 豊田市東山町2-3-6

医療法人 すくすくこどもクリニック 23_愛知県 豊田市東山町二丁目2番地9

医療法人 こどもクリニック・パパ 23_愛知県 豊田市東梅坪町2-9-2

かすがい皮膚科 23_愛知県 豊田市東梅坪町9-8-3

(医)榎本内科 23_愛知県 豊田市東保見町大門63

かとう耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 豊田市梅坪町6-3-11

山田醫院 23_愛知県 豊田市武節町ソト田80番地2

医療法人 平戸橋医院 23_愛知県 豊田市平戸橋町石平74

豊田西病院 23_愛知県 豊田市保見町横山100

医療法人成信会 さくら病院 23_愛知県 豊田市豊栄町11-131

ふじしま内科 23_愛知県 豊田市本新町7丁目48番6 豊田ほっとかん2階

豊田東リハビリテーション病院 23_愛知県 豊田市野見山町三丁目88-26

おぎ原内科クリニック 23_愛知県 豊田市野見町5-132-1

井上医院 23_愛知県 豊田市竜神町錦17番1

上郷整形外科・リハビリテーション科 23_愛知県 豊田市和会町稲葉28-1

保志条クリニック 23_愛知県 豊田市和会町稲葉39-2

医療法人 おおはらクリニック 23_愛知県 豊明市栄町大根1-59

医療法人 豊明クリニック 23_愛知県 豊明市新栄町2-133

医療法人 豊水会 みずのクリニック 本

院
23_愛知県 豊明市前後町仙人塚1767

深谷胃腸科外科 23_愛知県 豊明市大久伝町西54-6

きむら泌尿器・腎臓内科クリニック 23_愛知県 北名古屋市久地野北浦98-1

やまだ整形外科・リハビリクリニック 23_愛知県 北名古屋市熊之庄屋形3372-1

山田クリニック 23_愛知県 北名古屋市熊之庄屋形3377-2

もりべ耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 北名古屋市鹿田坂巻135-1

医療法人 済衆館 済衆館病院 23_愛知県 北名古屋市鹿田西村前111番地

しかつ眼科クリニック 23_愛知県 北名古屋市鹿田南蒲屋敷685

もりメンタルクリニック 23_愛知県
北名古屋市西春駅前一丁目1番地 パティオ西

春2F

西春整形外科 23_愛知県 北名古屋市西之保深坪19

ハルクリニック 23_愛知県 北名古屋市徳重米野37-1

さはし内科クリニック 23_愛知県 北名古屋市法成寺西出6-1

藤の花レディースクリニック 23_愛知県 北名古屋市鍜治ケ一色東1-3

つづき皮フ科 23_愛知県 名古屋市西区浅間1-4-10

MIWA内科胃腸科CLINIC葵 23_愛知県 名古屋市東区葵2-14-14 M-stage Aoi1F
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まのレディースクリニック 23_愛知県 名古屋市港区七反野1-806-1

坂野クリニック 23_愛知県 名古屋市港区七反野1-901

医療法人 実り会 ながしま内科 23_愛知県 名古屋市港区秋葉2-7-1

よこやまクリニック 23_愛知県 名古屋市港区小碓2-60

中川胃腸科外科 23_愛知県 名古屋市港区小賀須3-1612

医療法人幸会 南陽病院 23_愛知県 名古屋市港区小賀須三丁目1101番地

児玉クリニック 23_愛知県 名古屋市港区新茶屋一丁目1313番地

水谷医院 23_愛知県 名古屋市港区土古町2-21-8

たわだリハビリクリニック 23_愛知県 名古屋市港区八百島2-605

かさまつ皮膚科 23_愛知県 名古屋市港区福田2-912

小串耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 名古屋市港区名港1-17-18

くさまみなとクリニック 23_愛知県 名古屋市港区油屋町3丁目5-2

ツボウチ整形外科 23_愛知県 名古屋市港区油屋町三丁目28番1

よしだクリニック 23_愛知県 名古屋市守山区永森町333

オリーブ在宅クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区永森町353

⾧沢医院 23_愛知県 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2271-340

はせがわ整形外科 23_愛知県 名古屋市守山区下志段味作り道1588-1

医療法人善樹会 樋口整形外科 23_愛知県 名古屋市守山区喜多山1-6-18

眼科広川クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区桔梗平1-2403

おがわ内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区幸心1-228

もりやまこどもとアレルギークリニッ

ク
23_愛知県 名古屋市守山区幸心3-1507-2

森孝病院 23_愛知県 名古屋市守山区四軒家1丁目1013番地

医療法人香流会  紘仁病院 23_愛知県 名古屋市守山区四軒家一丁目710番地

守山眼科 23_愛知県 名古屋市守山区守山1-7-18

医療法人 鳥居歯科眼科 23_愛知県 名古屋市守山区小幡2-6-30

生協もりやま診療所 23_愛知県 名古屋市守山区小幡3丁目8-10

きたやまファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡5-14-41

川瀬クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡5-1-6

古沢クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡中1丁目22-20

神保外科 23_愛知県 名古屋市守山区小幡中2丁目20番1号

浅川医院 23_愛知県 名古屋市守山区小幡中3-14-3

ひえだ内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡南1-17-3

よねづ整形外科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡南1-24-10-2F

おばた駅皮フ科クリニック 23_愛知県
名古屋市守山区小幡南1-24-10 アクロス小幡

2F

しば内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡南1丁目24番10号

うちだ内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区小幡南3丁目5番3号

上志段味しんざと眼科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区上志段味所下1052番
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医療法人愛誠会 ゆりクリニック名古屋

東
23_愛知県 名古屋市守山区上志段味川原156番地

(医)順秀会 守山内科・小児科 守山健康

管理センター
23_愛知県 名古屋市守山区新守山901

こんどう内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区新城16-16

せこ内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区瀬古1-720

佐野外科 23_愛知県 名古屋市守山区村合町126番地

プラス薬局 23_愛知県 名古屋市守山区大森4丁目205番地

しだみ高橋クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区中志段味洞畑2150-3

宮﨑クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区鳥神町219

おはなばたけクリニック 23_愛知県 名古屋市守山区廿軒家22-40

伊藤内科医院 23_愛知県 名古屋市守山区廿軒家32-12

すなかわ耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市守山区日の後1101

いかい内科クリニック 23_愛知県 名古屋市守山区白山4丁目1001

川島病院 23_愛知県 名古屋市守山区白山三丁目501番地

医療法人ごきそレディスクリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区阿由知通3-10

柴田クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区阿由知通5-7

メドック健康クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区安田通4丁目3番地

さくらクリニックみみ・はな・のど 23_愛知県 名古屋市昭和区菊園町1-9

宇野内科 23_愛知県 名古屋市昭和区菊園町2-20

石川橋クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区菊園町4-32

横山内科小児科 23_愛知県 名古屋市昭和区元宮町4-40

ごきそ腎クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区御器所二丁目9番7号

立松医院 23_愛知県 名古屋市昭和区広見町5-55

ごきそ⾧谷川胃腸科内科 23_愛知県 名古屋市昭和区紅梅町2-21-2

桜山内科・循環器内科クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区桜山町2-41

おかやま糖尿病・甲状腺クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区桜山町6丁目104番地27

かわな病院 23_愛知県 名古屋市昭和区山花町50

たけざわ循環器内科クリニック 23_愛知県
名古屋市昭和区山手通3-8-1 日本調剤山手通

ビル3F

青山内科ハートクリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区山手通3丁目3番

医療法人八事の森 杉浦医院 23_愛知県 名古屋市昭和区山手通5-33-1

白水クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区山里町159-1

純恵医院 23_愛知県 名古屋市昭和区小坂町2-17

南山クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区上山町4-1-2

たけうちファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区折戸町5-45

社会福祉法人聖霊会 聖霊病院 23_愛知県 名古屋市昭和区川名山町56番地

むぎしまファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区前山町1-5

たかぎ眼科クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区村雲町6番7号
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だいまちクリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区台町3-4-1

中野ファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区滝子町22番3号

和田クリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区滝子通2-10-3

あんどうキッズクリニック 23_愛知県
名古屋市昭和区滝子通3-10-1 滝子メディカル

ステ-ション2F

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科はまじま

クリニック
23_愛知県

名古屋市昭和区滝子通3-10-1 滝子メディカル

ステーション2階

医療法人 滝川いきいきクリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区滝川町10-1

矢守こどもクリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区滝川町47-66

医療法人いつき会 いつきクリニック石

川橋
23_愛知県 名古屋市昭和区檀溪通5-26

西脇医院 23_愛知県 名古屋市昭和区鶴舞2-18-13

医療法人社団三和会 鶴舞クリニック 23_愛知県
名古屋市昭和区鶴舞3丁目23番18号 山清ビル

6階

余語こどもクリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区陶生町2-17-1

つむぎファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市昭和区隼人町3-4

名古屋第二赤十字病院 23_愛知県 名古屋市昭和区妙見町2番地の9

内科・糖尿病内科 前島医院 23_愛知県 名古屋市昭和区緑町1-15-1

西村内科クリニック 23_愛知県 名古屋市瑞穂区下山町2-1

呼続外科 23_愛知県 名古屋市瑞穂区河岸町4-66

医療法人 石岡耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市瑞穂区釜塚町1-18

さとうクリニック 23_愛知県
名古屋市瑞穂区桜見町2-16 ガーデンクルセ桜

見館1A

水野内科 23_愛知県 名古屋市瑞穂区洲山町2-6-4

すずきクリニック 23_愛知県 名古屋市瑞穂区神前町2-36-2

戸松医院 23_愛知県 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-16

柴田屋整形外科 23_愛知県 名古屋市瑞穂区大喜新町2-29-3

亀井整形外科クリニック 23_愛知県 名古屋市瑞穂区土市町2-6

菅谷クリニック 23_愛知県 名古屋市瑞穂区豆田町2-1

医療法人寿実会 ピュアー女性クリニッ

ク
23_愛知県 名古屋市瑞穂区八勝通1-14-2

穂波クリニック 23_愛知県 名古屋市瑞穂区苗代町28-5

みずほ在宅支援クリニック 23_愛知県
名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目6-2 M MIZUHO

ビル1階

名古屋市総合リハビリテーションセン

ター
23_愛知県 名古屋市瑞穂区密柑山1-2

医療法人 かわぐちクリニック 23_愛知県 名古屋市瑞穂区密柑山町2-49-3

ひばりがおかこどもとアレルギーのク

リニック
23_愛知県 名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園6-1

404 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

清水ヶ岡 糖尿病内科・皮フ科クリニッ

ク
23_愛知県 名古屋市瑞穂区弥富町桜ヶ岡4-1

瑞穂ガーデンクリニック 23_愛知県
名古屋市瑞穂区弥富町上山180-1 瑞郷ビルA

棟1階

いとう医院 23_愛知県 名古屋市瑞穂区弥富通2-12

名古屋市総合リハビリテーションセン

ター附属病院
23_愛知県 名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山1-2

雲雀ヶ岡クリニック(ひばりがおかクリ

ニック)
23_愛知県 名古屋市瑞穂区彌富町字緑ヶ岡4-14

さこう駅前クリニック 23_愛知県 名古屋市西区栄生2丁目3-11 UNCビル1F

家所医院 23_愛知県 名古屋市西区押切一丁目13番21

村上クリニック 23_愛知県 名古屋市西区花の木3-14-4

林整形外科クリニック 23_愛知県 名古屋市西区花原町16-4

ふじたファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市西区五才美町112

富田耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 名古屋市西区香呑町6-12-4

大野皮膚科クリニック 23_愛知県 名古屋市西区香呑町6丁目67番地

医療法人 桜井医院 23_愛知県 名古屋市西区市場木町286番地

医療法人 渡辺医院 23_愛知県 名古屋市西区庄内通1-38

なかむら内科 23_愛知県 名古屋市西区上名古屋1-14-23

多和田医院 23_愛知県 名古屋市西区上名古屋2-15-23

こざき女性クリニック 23_愛知県 名古屋市西区上名古屋2-26-7

かとうホームクリニック 23_愛知県 名古屋市西区城西2-4-9

さぶり整形外科 23_愛知県 名古屋市西区城西二丁目19番18号

松久医院 23_愛知県 名古屋市西区新道1-2-23

つづき皮フ科 23_愛知県 名古屋市西区浅間1-4-10

皮フ科須藤医院 23_愛知県 名古屋市西区浅間2-9-5

老人保健施設ハートフルライフ西城 23_愛知県 名古屋市西区秩父通2-36

医療法人 加藤医院 23_愛知県 名古屋市西区中小田井3丁目341番地

医療法人 恵愛会 小林病院 23_愛知県 名古屋市西区鳥見町2-39

米田病院 23_愛知県 名古屋市西区枇杷島1-11-5

高田内科医院 23_愛知県 名古屋市西区幅下1-11-24

リウゲ内科名駅クリニック 23_愛知県 名古屋市西区名駅2-11-3

医療法人承継会 井戸田整形外科 名駅

スポーツクリニック
23_愛知県 名古屋市西区名駅2-6-5

かしの木こどもクリニック 23_愛知県 名古屋市西区野南町41

てらべ整形外科 23_愛知県 名古屋市西区野南町95

医療法人生寿会 覚王山内科・在宅クリ

ニック
23_愛知県

名古屋市千種区覚王山通九丁目19番地8 

KIRARITO覚王山2階2A号室
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星ヶ丘内科 23_愛知県 名古屋市千種区井上町113 星ヶ丘中央ビル3F

星ヶ丘マタニティ病院 23_愛知県 名古屋市千種区井上町27

しらい眼科 23_愛知県
名古屋市千種区覚王山通9-18 覚王山センター

ビル2F

イノコシ外科内科リハビリテーション

室
23_愛知県 名古屋市千種区宮根台1-5-4

青木産婦人科クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区今池1-5-10 千種KIビル2F

医療法人碧樹会 山林眼科 23_愛知県 名古屋市千種区今池1-5-10 千種KIビル5階

眼科クリニック大久手 23_愛知県 名古屋市千種区今池3-16-12 三貴ビル3F

かとう耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市千種区今池5-21-15

二葉会 清水クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区今池5丁目17-4

医療法人福智会 すずかけクリニック 23_愛知県 名古屋市千種区今池5丁目19-12

豊隆会 ちくさ病院 23_愛知県 名古屋市千種区今池南4番1号

医療法人桂名会 さくらの丘クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区桜が丘113

打越かとうクリニック 23_愛知県 名古屋市千種区桜が丘295 第8太田ビル2階南

樫尾クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区山門町1-78

赤羽乳腺クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区四谷通1-13 ノア四ツ谷ビル3F

いのまたクリニック 23_愛知県 名古屋市千種区四谷通1-13 ノア四ツ谷1階

さわだウィメンズクリニック 23_愛知県
名古屋市千種区四谷通1-18-1 RICCA 11ビル 

3階

おさむら心療医院 23_愛知県
名古屋市千種区四谷通2丁目10 ルーツストー

ン1階

大鹿耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市千種区自由ケ丘3-2-27-104

星が丘耳鼻咽喉科 23_愛知県
名古屋市千種区星が丘元町14-4 星ヶ丘プラザ

ビル3階

医療法人コスモス会 清水眼科 23_愛知県 名古屋市千種区星が丘山手1405

村元内科クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区清住町3-53-1

国家公務員共済組合連合会 東海病院 23_愛知県 名古屋市千種区千代田橋1-1-1

医療法人 吉田病院 23_愛知県 名古屋市千種区大久手町5丁目19番地

MTクリニック 23_愛知県 名古屋市千種区谷口町5-22-2

佐久間医院 23_愛知県 名古屋市千種区朝岡町2-1

医療法人社団白心会 本山メンタルクリ

ニック
23_愛知県 名古屋市千種区東山通1-10-1

本山第一クリニック 23_愛知県
名古屋市千種区東山通1-10-1 本山メディカル

ステーション2F
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ちくさ駅前眼科 23_愛知県
名古屋市千種区内山3-25-6 千種ターミナルビ

ル2F

大橋クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区内山3丁目25-6

かきや内科 糖尿病・甲状腺クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区日岡町2-52

大石ファミリ-クリニック 23_愛知県 名古屋市千種区豊年町16-7

いだ耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 名古屋市千種区本山町2-24-4

本山クリニック ふじわら内科 23_愛知県 名古屋市千種区本山町4-74

医療法人蜂友会 はちや整形外科病院 23_愛知県 名古屋市千種区末盛通2-4

医療法人昌峰会 加藤病院 23_愛知県 名古屋市千種区末盛通2丁目15番地

はらたクリニック 内科・消化器内科 23_愛知県 名古屋市千種区末盛通5-3 メディカルビル4階

葛谷眼科院 23_愛知県 名古屋市中区栄1丁目7番13号

第一クリニック 皮膚科・アレルギー科 23_愛知県 名古屋市中区栄2-1-1 日土地名古屋ビル二階

矢場町眼科 23_愛知県 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館6階

スカイル内科 23_愛知県 名古屋市中区栄3-4-5 スカイルビル11F

栄KENハートクリニック 23_愛知県 名古屋市中区栄3-6-20 辰晃ビル6F

可世木婦人科ARTクリニック 23_愛知県
名古屋市中区栄4丁目2-29 名古屋広小路プレ

イス7F

医療法人輝山会 名古屋東栄クリニック 23_愛知県 名古屋市中区栄二丁目11番25号

心療内科・内科リエゾンメディカル丸

の内
23_愛知県 名古屋市中区丸の内2-18-15 51 KTビル4階

医)稲英会 稲見眼科 23_愛知県 名古屋市中区橘2-1-12

福澤内科・皮フ科クリニック 23_愛知県 名古屋市中区錦2-14-20

オアシス錦クリニック 23_愛知県
名古屋市中区錦3-16-27 栄パークサイドプレ

イス 4F

医療法人 高須クリニック栄院 23_愛知県 名古屋市中区錦3-17-10 錦三ビル7F

アイケア名古屋 23_愛知県 名古屋市中区金山1-15-10

北川くりにっく 23_愛知県 名古屋市中区金山1-9-20 昌伸ビル1階2階

としわ会診療センターレクリニック 23_愛知県 名古屋市中区金山五丁目5番11号

国家公務員共済組合連合会 名城病院 23_愛知県 名古屋市中区三の丸1-3-1

独立行政法人国立病院機構名古屋医療

センター
23_愛知県 名古屋市中区三の丸4-1-1

岡田内科 23_愛知県 名古屋市中区上前津1-12-7

医療法人 上前津メディカルクリニック 23_愛知県 名古屋市中区上前津1-6-10
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医療法人 勝又病院 23_愛知県 名古屋市中区新栄1-32-22

おおの内科 23_愛知県
名古屋市中区新栄1-3 名古屋日丸名古屋ビル

五階

医療法人生寿会 新栄クリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄三丁目7番13号

おおいわ消化器クリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル8階

すぎやまレディスクリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル3F

磯部内科クリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル3F

さかもと内科腎クリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル6F

たまい眼科ほのぼのクリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル9階

どい眼科クリニック 23_愛知県 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル8階

加藤医院 23_愛知県 名古屋市中区新栄町3丁目13番地 加藤ビル2階

おくむらハートクリニック 23_愛知県 名古屋市中区正木1-2-33

つるまい耳鼻咽喉科 23_愛知県
名古屋市中区千代田2-19-16 ハレラニ千代田

1F

医療法人 聖真会 横山記念病院 23_愛知県 名古屋市中区千代田3-14-4

木村クリニック 23_愛知県 名古屋市中区千代田4-4-18

成田産婦人科 23_愛知県 名古屋市中区大須1-20-30

安間眼科 23_愛知県 名古屋市中区大須4-10-50

富田クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区かの里二丁目504

医療法人 ませき耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市中川区下之一色町波花121-1

耳鼻咽喉科田崎クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区宮脇町1-141

医療法人開生会 かいせい病院 23_愛知県 名古屋市中川区月島町9-9

医)純正会 名古屋西病院 23_愛知県 名古屋市中川区荒子二丁目40番地

加藤内科 23_愛知県 名古屋市中川区高畑3-209

高畑生協診療所 23_愛知県 名古屋市中川区高畑五丁目182番地

浅野クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区三ツ屋町1-9

医療法人 三水会 水野クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区山王1-8-22

浅井医院 23_愛知県 名古屋市中川区小本本町3-100

たいようファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市中川区昭和橋通1-15-5

はやせ希望クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区松葉町4丁目60番地

永田内科クリニック 23_愛知県
名古屋市中川区新家1-1611 アズタウン医療ビ

ル2F

加藤クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区神郷町1-24

山王クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区西日置2-3-5

医療法人紀泉会 さくらこどもクリニッ

ク
23_愛知県 名古屋市中川区打出2丁目199番地の1

まつかげシニアホスピタル 23_愛知県 名古屋市中川区打出二丁目347番地

医療法人生生会 松蔭病院 23_愛知県 名古屋市中川区打出二丁目70番地
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西垣医院 23_愛知県 名古屋市中川区打中1-177

医療法人 伸和會 野崎クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区大当郎1丁目1903番地

太田内科クリニック 23_愛知県 名古屋市中川区中郷4-45

ひさだファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市中川区中島新町3-1201

クリニック サンセール 23_愛知県 名古屋市中川区中島新町二丁目311番地

あおい内科 23_愛知県 名古屋市中川区八田町1106

佐藤病院 23_愛知県 名古屋市中川区尾頭橋2-19-11

藤田医科大学  坂文種報德會病院  総合

アレルギー科
23_愛知県 名古屋市中川区尾頭橋3-6-10

藤田医科大学ばんたね病院 23_愛知県 名古屋市中川区尾頭橋3丁目6-10

医療法人広徳会 佐藤病院 23_愛知県 名古屋市中川区尾頭橋二丁目19番11号

千音寺こどもクリニック 23_愛知県 名古屋市中川区富田町千音寺土坪3770

医療法人 西口整形外科 23_愛知県
名古屋市中川区富田町大字千音寺字間渡里

2883番地

柿沢内科 23_愛知県 名古屋市中川区豊成町1番豊成団地2号棟1階

佐藤あつしクリニック 23_愛知県 名古屋市中川区万町403番

医療法人 八王子整形外科 23_愛知県 名古屋市中川区野田2-436

医)慈幸会 こもと整形外科 23_愛知県 名古屋市中川区柳森町1703番地

あおなみ小本アイクリニック 23_愛知県 名古屋市中川区柳森町403番地 Pennビル2階

医療法人 誠心会 大菅病院 23_愛知県 名古屋市中村区大宮町1-38

医療法人 恵誠会 奥田眼科 23_愛知県 名古屋市中村区井深町17-35

クリニックかけはし 23_愛知県 名古屋市中村区稲葉地町2-16-8

かすもりクリニック 23_愛知県 名古屋市中村区烏森町8-1205-1

古山医院 23_愛知県 名古屋市中村区黄金通1-10

タマキ眼科 23_愛知県 名古屋市中村区黄金通1-23

村上医院 23_愛知県 名古屋市中村区岩塚本通4-46

西川耳鼻咽喉科医院 23_愛知県 名古屋市中村区亀島1-8-29

クリニックヘルスケアテルミナ 23_愛知県
名古屋市中村区元中村町1-5-3 エムエス

TOWN2階

医療法人ながや会 はじかの外科整形外

科
23_愛知県 名古屋市中村区香取町1-24

青葉クリニック 23_愛知県
名古屋市中村区十王町4-5 ランドビル本陣

1.2F

医療法人 細川外科クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区西米野町1-75-2

徳田クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区千原町4-65

志村胃腸科医院 23_愛知県 名古屋市中村区千原町9番51号

岩田病院 23_愛知県 名古屋市中村区則武1-1-11

医療法人 寺島整形外科 23_愛知県 名古屋市中村区則武2-9-17

井上医院 23_愛知県 名古屋市中村区太閤4-5-19
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吉川耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市中村区太閤四丁目7番4号

芦原耳鼻咽喉科院 23_愛知県 名古屋市中村区太閤通5-20

いくたこどもクリニック 23_愛知県 名古屋市中村区太閤通5-25

森田クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区太閤通5丁目21番地

医療法人鉄隻会 令和なかむらハートク

リニック
23_愛知県 名古屋市中村区太閤通6-32

堀産婦人科 23_愛知県 名古屋市中村区大宮町2-60

臼井医院 23_愛知県 名古屋市中村区大正町2-36

こめの公園前クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区大正町3-38-1

いいだクリニック 23_愛知県 名古屋市中村区中村町2-25-1

せきや皮ふ科 23_愛知県 名古屋市中村区中村町7-14

医療法人欅の森 かとう医院 23_愛知県 名古屋市中村区中村町字茶ノ木16番地の2

森耳鼻咽喉科クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区中村本町1-95

一般財団法人 名古屋公衆医学研究所 23_愛知県 名古屋市中村区⾧筬町4丁目23番地

サイ皮膚泌尿器科 23_愛知県 名古屋市中村区鳥居西通1-39-2

医療法人和楽会 なごやメンタルクリ

ニック
23_愛知県 名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル6F

マイクリニック大久保 名古屋 23_愛知県 名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル8階

髙田内科クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区道下町2-25

ライフ健康クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区道下町2-26

松柏会 国際セントラルクリニック 23_愛知県 名古屋市中村区那古野1丁目47-1

リブラささしまメディカルクリニック 23_愛知県
名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバル

ゲート5階

舘内科クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区並木1-2

医)社団フロムファースト 竹田内科胃

腸科クリニック
23_愛知県 名古屋市中村区豊国通3-22

森田皮フ科クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区豊国通6-26

医療法人偕行会 偕行会城西病院 23_愛知県 名古屋市中村区北畑町四丁目1番地

医療法人社団進興会 ミッドタウンクリ

ニック名駅
23_愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー5階

ゲートタワー眼科 23_愛知県
名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー26

階

一般財団法人毎日ドクター 23_愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-3 ゲートタワー26階

めいてつ瀬戸クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店本館10F

医療法人 成田育成会 セントソフィア

クリニック
23_愛知県

名古屋市中村区名駅1丁目1-4 JRセントラルタ

ワーズ19階
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名駅2丁目クリニック 23_愛知県 名古屋市中村区名駅2-43-12 東山ビル2階

名古屋循環器科・内科 23_愛知県
名古屋市中村区名駅2-45-7 松岡ビルディング

4F

医療法人 たちのクリニック 23_愛知県
名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビ

ル3階

大名古屋ビルヂング眼科 23_愛知県
名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂ

ング9階 医療モール内

カワカツ耳鼻咽喉科 23_愛知県
名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂ

ング9階

松柏会 大名古屋ビルセントラルクリ

ニック
23_愛知県

名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビル

ヂング9階

米田医院 23_愛知県
名古屋市中村区名駅4-4-10 クロスコートタ

ワー2F

レディースクリニック ミュウ 23_愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル13階

医療法人高須クリニック名古屋院 23_愛知県
名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスク

エア8F

浅田レディース名古屋駅前クリニック 23_愛知県
名古屋市中村区名駅4丁目6-17 名古屋ビル

ディング4F

介護老人保健施設ジョイフル名駅 23_愛知県 名古屋市中村区名駅5-25-12

医療法人HGI名古屋内科、内視鏡クリ

ニック
23_愛知県

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9階

ゆうこ乳腺クリニック名駅 23_愛知県
名古屋市中村区名駅四丁目6-23 第三堀内ビル

13階

水谷眼科診療所 23_愛知県
名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビ

ル本館B1F

一般財団法人 全日本労働福祉協会 東

海診療所
23_愛知県

名古屋市中村区名駅南1丁目24番20号 名古屋

三井ビルディング新館3階

荒川内科小児科医院 23_愛知県 名古屋市中村区名駅南5-1-6

医療法人誠厚会名駅前診療所保健医療

センター
23_愛知県

名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号 住友生

命名古屋ビル2階

あさひレディースクリニック 23_愛知県 名古屋市中村区靖国町1-140

天白宮田クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区一本松2-1102

しおがま皮ふ科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区塩釜口1105番地2階

しおがま眼科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区塩釜口2-1105-1F

いとうひろたか耳鼻咽喉科アレルギー

科
23_愛知県

名古屋市天白区塩釜口2-1403 アーバンドエル

塩釜口2階

林皮膚科 23_愛知県 名古屋市天白区音聞山1603

八事レディースクリニック 23_愛知県 名古屋市天白区音聞山810
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うえだ耳鼻科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区元植田2-2408-1

ないとう腎・泌尿器科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区元植田2-304-1

元八事整形外科形成外科 23_愛知県 名古屋市天白区元八事1-242

木村耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市天白区元八事1丁目43番

星野皮膚科 23_愛知県 名古屋市天白区原1-1802

江崎外科 23_愛知県 名古屋市天白区原2-2901

くずしまクリニック 23_愛知県 名古屋市天白区原4-1903

すずきクリニック耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市天白区原4丁目802

堀田皮膚科医院 23_愛知県 名古屋市天白区原5-1202

医療法人東樹会 東樹会病院 23_愛知県 名古屋市天白区原一丁目1307番

おにたけ整形外科 23_愛知県 名古屋市天白区御前場町258

太田内科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区向ケ丘2-1407

やまだ整形外科 23_愛知県 名古屋市天白区荒池2丁目1607番地

井澤眼科 23_愛知県 名古屋市天白区焼山2-423

浅野内科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区植田3-1303 サンピア植田1階

医療法人玲生会 にん内科 23_愛知県 名古屋市天白区植田西一丁目409番地

すずき内科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区植田東3丁目1103

てらしま医院 23_愛知県 名古屋市天白区植田南3-111 エクセル植田1F

安江内科クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区大根町370

おときき山泌尿器皮フ科 23_愛知県 名古屋市天白区池見2-229 近藤店舗1階

青木内科 23_愛知県 名古屋市天白区中砂町534

表山クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区表山1-1760

医療法人 岩山小児科 23_愛知県 名古屋市天白区福池2-24

あいち診療所野並 23_愛知県 名古屋市天白区福池2-330-2

伊奈クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区平針3丁目111-1 名東ビル2階

とんぼヶ丘クリニック 23_愛知県 名古屋市天白区平針台1-409-2

産科婦人科種村ウィメンズクリニック 23_愛知県 名古屋市天白区野並1-265

医療法人健伸会 はっとり耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市天白区野並2-440 野並ビル2階

小林メンタルクリニック 23_愛知県 名古屋市東区葵3 丁目18-15 坂角葵ビル3階

名古屋市医師会健診センター 23_愛知県 名古屋市東区葵一丁目18番14号

伊藤耳鼻咽喉科東診療所 23_愛知県 名古屋市東区古出来1-2-22

小池ハートクリニック 23_愛知県 名古屋市東区古出来一丁目1番1号

いなほクリニック 23_愛知県 名古屋市東区砂田橋1-1-1

小沼内科 23_愛知県
名古屋市東区砂田橋3-2 大幸東団地101棟108

号
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日比耳鼻咽喉科 23_愛知県
名古屋市東区砂田橋4-1-52 コノミヤ砂田橋店

2F

医療法人名古屋澄心会 名古屋ハートセ

ンター
23_愛知県 名古屋市東区砂田橋一丁目1番14号

高橋内科クリニック 23_愛知県 名古屋市東区上竪杉町7

出来町クリニック 23_愛知県 名古屋市東区新出来2丁目6番7号

からだと心 泉やわらかクリニック 23_愛知県 名古屋市東区泉1-10-23 パムスガーデン2階

医療法人 丸井医院 23_愛知県 名古屋市東区泉2-19-2

AOI 名古屋病院 23_愛知県 名古屋市東区泉2-2-5

医療法人 中川整形外科・内科 23_愛知県 名古屋市東区泉3-27-8

CCクリニック 23_愛知県
名古屋市東区泉3丁目21-15 リヤンドイズミ

1F

中川整形外科・内科 23_愛知県 名古屋市東区泉3丁目27番8号

老人保健施設 康陽 23_愛知県 名古屋市東区代官町3-2

尾崎クリニック 23_愛知県 名古屋市東区大曽根1-2-25

愛知医科大学メディカルクリニック 23_愛知県 名古屋市東区東桜二丁目12番1号

しらかべ内科 糖尿病・高血圧・甲状腺

クリニック
23_愛知県 名古屋市東区白壁二丁目401

土方クリニック 宮田医院 23_愛知県 名古屋市東区百人町109

西野医院 23_愛知県 名古屋市東区百人町82

しらかべ耳鼻科・小児科 23_愛知県 名古屋市東区芳野1-2-1

林整形外科 23_愛知県 名古屋市東区矢田2-9-10

眼科東山公園クリニック 23_愛知県
名古屋市東山通り4丁目6-4 パークアベニュー

東山1階

あらたま漢方診療所 23_愛知県
名古屋市南区菊住1-7-10 イオンモール新瑞橋

2階

名古屋南眼科 23_愛知県
名古屋市南区菊住1-7-10 イオンモール新瑞橋

3F

三宅眼科クリニック 23_愛知県 名古屋市南区砂口町28-1 三宅眼科クリニック

医療法人マイルストーン まつおかクリ

ニック
23_愛知県 名古屋市南区桜台1-27-6

(医)カケヒ内科小児科 23_愛知県 名古屋市南区桜本町125

細川内科皮フ科 23_愛知県 名古屋市南区桜本町2-20

きりやまクリニック 23_愛知県 名古屋市南区桜本町43-1

医療法人 川本眼科 23_愛知県 名古屋市南区寺崎町13-11

医療法人 とつか眼科 23_愛知県 名古屋市南区松下町1-1

星崎診療所 23_愛知県 名古屋市南区星崎一丁目123番地

医療法人 博豊会 井上医院 23_愛知県 名古屋市南区西桜町77番地
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二之湯医院 23_愛知県 名古屋市南区赤坪町242

医療法人 名翔会 名古屋セントラルク

リニック
23_愛知県 名古屋市南区千竈通7-16-1

医療法人緑翔会 小松病院 23_愛知県 名古屋市南区前浜通6丁目45番地

えさき整形外科リウマチ科 23_愛知県 名古屋市南区鶴田1-7-26

南医療生協 かなめ病院 23_愛知県 名古屋市南区天白町1-5

医療法人 宮田医院 23_愛知県 名古屋市南区道徳新町5-21

道徳ファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市南区道徳通2-33

松原内科医院 23_愛知県 名古屋市南区内田橋1-5-22

おおたに整形外科皮フ科 23_愛知県 名古屋市南区内田橋一丁目1-13 2階

医療法人並木会 並木クリニック 23_愛知県 名古屋市南区内田橋二丁目10番22号

名南病院 23_愛知県 名古屋市南区南陽通5-1-3

だいどうクリニック 23_愛知県 名古屋市南区白水町9番地

かすばたクリニック 23_愛知県 名古屋市南区粕畠町3-16

にじこころのクリニック 23_愛知県 名古屋市南区豊田1-30-1 メディコート4F

医療法人coccinelle  のりクリニック 23_愛知県 名古屋市南区豊田1-36-8 キャストビル豊田1F

新美クリニック 23_愛知県 名古屋市南区明円町45の2

伊藤しあわせクリニック 23_愛知県 名古屋市南区弥生町14番地

あつたの杜 整形外科スポーツクリニッ

ク
23_愛知県 名古屋市熱田区一番2丁目9-19

とうじま内科・外科クリニック 23_愛知県 名古屋市熱田区一番三丁目3-6

宮の森クリニック 耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市熱田区一番三丁目5番17号

重工記念病院 23_愛知県 名古屋市熱田区外土居町7-8

えんぜる皮フ科クリニック 23_愛知県 名古屋市熱田区金山町1-3-2

金山ファミリークリニック 23_愛知県
名古屋市熱田区金山町1-5-3 トーワ金山ビル6

階

中京眼科 23_愛知県 名古屋市熱田区三本松町12-22

田中クリニック内分泌・糖尿病内科 23_愛知県
名古屋市熱田区三本松町12-22 中京メディカ

ルビル 1階

三恵会 服部病院 23_愛知県 名古屋市熱田区沢上1-3-20

小山医院 23_愛知県 名古屋市熱田区内田町304

熊沢医院 23_愛知県 名古屋市熱田区白鳥2-12-12

医療法人 中京クリニカル 23_愛知県 名古屋市熱田区白鳥3-6-17

まごころの杜クリニック 23_愛知県 名古屋市熱田区幡野町17-10

熱田リハビリテーション病院 23_愛知県 名古屋市熱田区比々野町32番地

佐々木医院 23_愛知県 名古屋市熱田区野立町1-62

井土医院 23_愛知県 名古屋市熱田区野立町3-60
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みなと医療生活協同組合クリニックレ

インボー
23_愛知県 名古屋市熱田区六番二丁目16番19号

(医)名古屋北クリニック 23_愛知県 名古屋市北区丸新町357-1

くろかわ内科・健診クリニック 23_愛知県 名古屋市北区元志賀町1-4-1

医療法人相山会 あいやまクリニック 23_愛知県 名古屋市北区黒川本通3丁目8番地

セタクリニック 23_愛知県
名古屋市北区黒川本通4-38-1 カーサビアンカ

2F

ひろせ整形外科 23_愛知県 名古屋市北区志賀本通1-4

きたお耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市北区上飯田西町1-33-1

あさみクリニック 23_愛知県 名古屋市北区上飯田通1-22

みずのリハビリクリニック 23_愛知県 名古屋市北区上飯田南町3-92-2

猪子内科クリニック 23_愛知県 名古屋市北区清水5-13-6

フロ―ラル皮フ科 23_愛知県 名古屋市北区西志賀町3-42

たけなかクリニック 23_愛知県 名古屋市北区大曽根3-7-3

きむらクリニック 23_愛知県
名古屋市北区大曽根3丁目6-3 パークスクエア

大曽根1階3号室

社会医療法人 大真会 大隈病院 23_愛知県 名古屋市北区大曽根二丁目9番地34号

医療法人友志会 水谷クリニック 23_愛知県 名古屋市北区中丸町2丁目2番

さくらんぼクリニック 23_愛知県 名古屋市北区田幡一丁目1-3

名春中央病院 23_愛知県 名古屋市北区東味鋺1-2401

やまね病院 23_愛知県 名古屋市北区楠味鋺4-1524

まき小児科 23_愛知県 名古屋市北区如意2-99-1

医療法人 いしぐろクリニック 23_愛知県 名古屋市北区如意二丁目118番地

堀田医院 23_愛知県 名古屋市北区八代町2-74

医療法人 平竹クリニック 23_愛知県 名古屋市北区敷島町48-1

医療法人 浩隆会 なごやかこどもクリ

ニック
23_愛知県 名古屋市北区平安2丁目1-14

医療法人 正医会 近松医院 23_愛知県 名古屋市北区平安二丁目5番40号

医療法人 もしもしこどもクリニック 23_愛知県 名古屋市北区柳原2丁目12番26号

医療法人 医心会 伊藤内科医院 23_愛知県 名古屋市北区柳原4-7-8

まじま眼科 23_愛知県 名古屋市名東区藤が丘141 藤が丘駅前ビル2F

よもぎクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区よもぎ台1-204-1

いはら内科外科クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区よもぎ台2-616

医療法人亜一会 あいこ女性クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区よもぎ台2-904

よもぎ台皮フ科クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区よもぎ台3丁目1202番地

雨宮整形外科 23_愛知県 名古屋市名東区一社2-169

加藤内科胃腸科クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区一社2-5 THE QOL 2F

415 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

ねはし脳神経外科 23_愛知県 名古屋市名東区一社2-5 THE QOL 3F

メディカルケア内科 23_愛知県 名古屋市名東区一社2-8 オオタ一社ビル1F

さとう乳腺内科・健診クリニック 23_愛知県
名古屋市名東区一社2丁目8 オオタ一社ビル3

階

一社アレルギー科こどもクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区一社2丁目87 プラザ・タマ1F

一社駅前こばやしレディースクリニッ

ク
23_愛知県

名古屋市名東区一社2丁目8番 オオタ一社ビル

2F

一社クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区一社四丁目211番地

名古屋バースクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区引山3-201

こだまクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区極楽1丁目1番地

医療法人 田中整形外科クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区香南2-1314

朝日クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区香南一丁目417番地

須賀耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市名東区香流1丁目1108番地

しんじょうアイクリニック 23_愛知県
名古屋市名東区高社2丁目115 一社メディカル

ステーションBLD3F

髙針クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区高針1丁目1714

高針台整形外科クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区高針台2丁目103-4

清水内科 23_愛知県 名古屋市名東区山の手1丁目415番地

武井医院 23_愛知県 名古屋市名東区社口2-1001

平松クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区若葉台204

(医)若葉台クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区若葉台502

ひだまりクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区若葉台707

川村小児科 23_愛知県 名古屋市名東区上社2-42-1

本郷クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区上社2-69

医療法人 香徳会メイトウホスピタル 23_愛知県 名古屋市名東区上社3丁目1911

やまがみ整形外科腰痛クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区上菅二丁目1201-1

西山団地内科胃腸科 23_愛知県 名古屋市名東区西里町1-36

星ヶ丘クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区西里町5丁目35番地

にじが丘皮ふ科形成外科 23_愛知県
名古屋市名東区代万町3-11-1 エイジトピア

星ヶ丘ビル2F

明徳クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区猪子石3-1214-1

けやき内科 23_愛知県 名古屋市名東区猪子石原1-2002

かなれこどもクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区猪子石原1-208-1

なかしま皮フ科 23_愛知県 名古屋市名東区猪子石原2-206

佐々木こどもクリニック 23_愛知県
名古屋市名東区朝日ヶ丘99番池 グロリア朝

日ヶ丘

藤が丘effeファミリークリニック 23_愛知県 名古屋市名東区藤が丘170-4 藤が丘エフ2階
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ふじのもりtoUクリニック 23_愛知県
名古屋市名東区藤見が丘25-2 藤が丘メディカ

ルステーション3F

はやの耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市名東区藤見が丘44

愛希会)前田医院 23_愛知県 名古屋市名東区梅森坂3-5201

独立行政法人国立病院機構 東名古屋病

院
23_愛知県 名古屋市名東区梅森坂五丁目101番地

前田医院 23_愛知県 名古屋市名東区梅森坂三丁目5201番地

あさの整形外科 23_愛知県 名古屋市名東区平和が丘5-40

松永クリニック 23_愛知県 名古屋市名東区豊が丘208

さとう耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市名東区牧の里1-1310

マルモブレストクリニック 23_愛知県 名古屋市名東区本郷2丁目124-1

医療法人桂名会 木村病院 23_愛知県 名古屋市名東区名東本通2-22-1

滝の水クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区旭出2丁目626

医療法人桃蹊ちはら小児科 23_愛知県 名古屋市緑区姥子山5丁目709番地

内科・胃腸科 くすがみクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区姥子山四丁目102番地

わかさとクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区浦里1-98

山本内科 23_愛知県 名古屋市緑区浦里3-163

みどり内科クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区桶狭間森前1615番地

耳鼻咽喉科田辺クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区桶狭間森前2123

しみずやま皮フ科クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区桶狭間神明3901

竹内クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区亀が洞1-1608

徳重整形外科クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区亀が洞1丁目1310

医療法人 惠会 伊藤医院 23_愛知県 名古屋市緑区古鳴海2-138

耳鼻咽喉科 友愛クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区黒沢台5-1328

あおやま胃腸内科外科 23_愛知県 名古屋市緑区諸の木3丁目1202

緑こどもクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区乗鞍1-404

みやぎ内科 23_愛知県 名古屋市緑区乗鞍1丁目801

森の里クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区森の里1-99-2

きむら内科小児科クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区神の倉3-10

ほりさわ皮ふ科 23_愛知県 名古屋市緑区水弘1-1030

しまだ耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市緑区青山1-59

宮島クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区赤松202

相川みんなの診療所 23_愛知県 名古屋市緑区相川3-246-2

ほった整形外科 23_愛知県 名古屋市緑区相川3-7 アイイービル1階

おおだかこどもとアレルギーのクリ

ニック
23_愛知県 名古屋市緑区大高町下塩田37

医療法人 敬友会 丹羽内科 23_愛知県 名古屋市緑区大高町字鶴田213

池上台K’sクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区池上台1-196

はせがわ耳鼻咽喉科 23_愛知県 名古屋市緑区池上台2-23
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しもざとクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区池上台二丁目266番地

名古屋市立緑市民病院 23_愛知県 名古屋市緑区潮見が丘1-77

南医療生活協同組合 桃山診療所 23_愛知県 名古屋市緑区桃山1丁目54番地

白土いとうクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区藤塚3丁目1619番地1

医療法人清水会 相生山病院 23_愛知県 名古屋市緑区藤塚3丁目2704番地

徳重ながさわクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区徳重2-1621

医療法人KLC ファミリーランドクリ

ニック南大高
23_愛知県 名古屋市緑区南大高4丁目1805番地

総合病院南生協病院 23_愛知県 名古屋市緑区南大高二丁目204

医療法人 くまのまえファミリークリ

ニック
23_愛知県 名古屋市緑区兵庫一丁目411番地の2

森瀬内科 23_愛知県 名古屋市緑区平手北1-902

山田クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区万場山2丁目101

松山医院 23_愛知県 名古屋市緑区鳴海町向田字251-1

多代小児科 23_愛知県 名古屋市緑区鳴海町山ノ神字山ノ神125-1

大同みどりクリニック 23_愛知県 名古屋市緑区鳴海町字矢切37番地

平岩クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区鳴海町平部52-1

WAKA糖尿病・甲状腺クリニック 23_愛知県
名古屋市緑区鳴海町有松裏200番地 イオンタ

ウン有松1階

耳鼻咽喉科 棚橋医院 23_愛知県 名古屋市緑区鳴海町有松裏7-54 五竜ビル

NC鳴子クリニック 23_愛知県 名古屋市緑区鳴子町1丁目44-2

さくら医院 23_愛知県 名古屋市緑区鳴子町3丁目49-23

医療法人 みどり訪問クリニック 23_愛知県
名古屋市緑区篭山1-109-1 シティコーポ小坂

南102

医療法人偕行会 偕行会リハビリテー

ション病院
23_愛知県 弥富市神戸5丁目20番地

JA愛知厚生連 海南病院 23_愛知県 弥富市前ケ須町南本田396

そぶえ整形外科 23_愛知県 弥富市中山町北脇687-1

小笠原クリニック 23_愛知県 弥富市鍋平2-6

こもれび耳鼻科クリニック 23_愛知県 弥富市鯏浦町車東41-1

東山胃腸科内科 24_三重県 伊勢市小俣町元町1159-2

トヨタ車体株式会社 いなべ診療所 24_三重県 いなべ市員弁町市之原10番地

医療法人 わたなべ整形外科 24_三重県 いなべ市員弁町大泉新田5

小笠原内科 24_三重県 いなべ市員弁町大泉新田55-1

水野眼科 24_三重県 いなべ市北勢町麻生田3597-1

むねゆき内科クリニック 24_三重県 桑名市赤尾 2032-1

医療法人 橋本胃腸科内科 24_三重県 名張市蔵持町里3258番地の2

岡田皮膚科 24_三重県 名張市木屋町815-16

⾧谷川脳神経外科クリニック 24_三重県 四日市市羽津中2丁目2-6
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ひかり心身クリニック 24_三重県 四日市市羽津町23-21

医療法人安仁会 水沢病院 24_三重県 四日市市水沢町638-3

羽津内科クリニック 24_三重県 四日市市大宮西町10-6

医療法人まちし会 まちしクリニック 24_三重県 伊賀市下柘植1092番地

松本胃腸内科 24_三重県 伊賀市荒木534-2

佐那具医院 24_三重県 伊賀市佐那具町420番地

医療法人友和会 竹沢内科歯科医院 24_三重県 伊賀市小田町1749-1

しもむら整形外科 24_三重県 伊賀市小田町212

ゆめこども クリニック伊賀 24_三重県 伊賀市小田町258-1

医療法人社団 アクアクリニック伊賀 24_三重県 伊賀市上野丸之内10-8

大西医院 24_三重県 伊賀市上野桑町1521

広瀬医院 24_三重県 伊賀市上野恵美須町1638

森田クリニック 24_三重県 伊賀市上野玄蕃町219-1

ひらい小児科クリニック 24_三重県 伊賀市西明寺2785-8

あきやま腎泌尿器科 24_三重県 伊賀市服部町2-90-2

おおのクリニック 24_三重県 伊賀市服部町2丁目97

はくほうクリニック 24_三重県 伊賀市平野西町66

竹代クリニック 24_三重県 伊賀市平野中川原557-3

城医院 24_三重県 伊賀市別府162番地

西山クリニック 24_三重県 伊勢市一之木2-11-18

かとうクリニック 24_三重県 伊勢市一之木4-5-36

高見内科 24_三重県 伊勢市岡本1丁目4-28

橋上医院 24_三重県 伊勢市岩淵2-2-3

橋上内科皮膚泌尿器科医院 24_三重県 伊勢市岩淵2-2-3

医療法人 玉石産婦人科 24_三重県 伊勢市御薗町⾧屋2049

医療法人 いせ山川クリニック 24_三重県 伊勢市小木町557

医療法人 岡田整形外科 24_三重県 伊勢市小木町680-1

なかにし整形外科 24_三重県 伊勢市上地町4214-1

医療法人 倉田医院 24_三重県 伊勢市常磐2丁目6-20

全心会 伊勢慶友病院 24_三重県 伊勢市常磐2丁目7番28号

医療法人 東谷医院 24_三重県 伊勢市神久5丁目7番56号

たけうち眼科医院 24_三重県 伊勢市中島2-1-10 39ビル1F

市立伊勢総合病院 24_三重県 伊勢市楠部町3038番地

東員病院 24_三重県 員弁郡東員町穴太2400

なかばやし小児科 24_三重県 員弁郡東員町笹尾東1-30-2

いなべ整形外科クリニック 24_三重県 員弁郡東員町山田字白草3076-1

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 24_三重県 亀山市アイリス町14-7

三井耳鼻咽喉科 24_三重県 亀山市栄町1499-3

せきクリニック 24_三重県 亀山市関町新所1125
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医療法人 亀山皮フ科 24_三重県 亀山市渋倉町320

みえ在宅医療クリニック 24_三重県 亀山市東御幸町219-6

医療法人彰仁会 落合小児科医院 24_三重県 亀山市東台町1-17

かつき内科 24_三重県 亀山市東町1-2-19-2

ハッピー胃腸クリニック 24_三重県 亀山市本町2-9-33

医療法人紀南会 熊野病院 24_三重県 熊野市久生屋町868番地

医療法人社団 小山医院 24_三重県 熊野市有馬町285-1

もりえい病院附属 伊勢湾岸クリニック 24_三重県 桑名郡木曽岬町大字和富10番17

伊賀町診療所 24_三重県 桑名市伊賀町55-2

医療法人社団 青藍会 青木内科 24_三重県 桑名市新西方2-82

ほしみ脳神経外科 24_三重県 桑名市星見ケ丘7丁目305番地

医療法人社団 桑栄会 木村耳鼻いんこ

う科
24_三重県 桑名市星見ヶ丘9丁目202番地

松岡医院 24_三重県 桑名市西別所302

おもと皮フ科 24_三重県 桑名市赤尾2031-1

さとう糖尿病・訪問診療クリニック 24_三重県 桑名市大央町21-15

医療法人 坂井橋クリニック 24_三重県 桑名市大字星川1011-1

すがいクリニック 24_三重県 桑名市中央町1丁目17番地 CTビル2F

青木記念病院 24_三重県 桑名市中央町5丁目7番地

桑名クリニック 24_三重県 桑名市⾧島町横満蔵573番地

まつだ小児科クリニック 24_三重県 桑名市藤が丘9-106

医療法人 普照会 もりえい病院 24_三重県 桑名市内堀28番地の1

田中クリニック 24_三重県 桑名市梅園通35番地1

しばはらメンタルクリニック 24_三重県 桑名市福島748 AAビル3F

ペルソナクリニック 24_三重県 桑名市福島850-3

佐藤内科・リウマチ科 24_三重県 桑名市福島新町26

陽だまりの丘なかむら内科 24_三重県 桑名市陽だまりの丘7丁目1510番地

ヨナハ総合病院 24_三重県 桑名市和泉8丁目264番地3

藤牧循環器内科 24_三重県 三重郡菰野町菰野2304

服部内科 24_三重県 三重郡菰野町潤田4116

諸岡医院 24_三重県 三重郡菰野町田光4465-2

あさひクリニック 24_三重県 三重郡朝日町向陽台2-16-2

ザ・クリニック 24_三重県 三重郡朝日町大字柿776-1

やましたこどもクリニック 24_三重県 三重郡朝日町縄生651番地

ときわ胃腸科 24_三重県 四日市市ときわ5丁目1-19

守屋レディースクリニック 24_三重県 四日市市羽津4661

独立行政法人地域医療機能推進機 四日

市羽津医療センター
24_三重県 四日市市羽津山町10番8号
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今谷眼科 24_三重県 四日市市羽津山町15-15

竹内皮膚科 24_三重県 四日市市羽津中2丁目1-4

医療法人社団 森医院 24_三重県 四日市市羽津町15-26

ひかり心身クリニック 24_三重県 四日市市羽津町23-21

松本街道クリニック 24_三重県 四日市市鵜の森2-1-4-317

塚本医院 24_三重県 四日市市栄町9-6

松尾医院 24_三重県 四日市市塩浜本町2-14-1

棟方内科 24_三重県 四日市市沖の島町3-3

あがたクリニック 24_三重県 四日市市下海老町163-1

医療法人朋有会 伊藤クリニック 24_三重県 四日市市下之宮町329-1

医療法人徳洲会 四日市徳洲会病院 24_三重県 四日市市久保田2丁目1番2号

藤原医院 24_三重県 四日市市宮東町2-42

大川眼科 24_三重県 四日市市九の城町1-9

皮フ科サンクリニック 24_三重県 四日市市九の城町4-16 メゾン鹿1階

山田クリニック 24_三重県 四日市市元町5-11

医療法人 中嶋循環器科内科 24_三重県 四日市市幸町6番9号

医療法人 加藤医院 24_三重県 四日市市高角町2732-1

四日市ヒフ科クリニック 24_三重県 四日市市高角町1563-10

三重呼吸器アレルギー・内科クリニッ

ク
24_三重県 四日市市高角町1563番地4

すこやかこどもクリニック 24_三重県 四日市市高角町694-1

四日市インタークリニック 24_三重県 四日市市高角町734-1

医療法人 高見台クリニック 24_三重県 四日市市高見台1-22-1

医療法人平成会 大岩小児科医院 24_三重県 四日市市采女が丘3丁目30の1番地

医療法人社団 山中胃腸科病院 24_三重県 四日市市采女町360-4

桜花台こどもクリニック 24_三重県 四日市市桜花台一丁目35-4

中嶋内科 24_三重県 四日市市桜台1-31-3

石川記念いとうクリニック 24_三重県 四日市市桜町127

医療法人さくら会 さくらクリニック 24_三重県 四日市市桜町1278-2

(医)山田内科外科 24_三重県 四日市市桜町554-3

鈴木医院 24_三重県 四日市市笹川1丁目125

医療法人 柳田内科胃腸科 24_三重県 四日市市笹川3-50

重盛医院・乳腺クリニック 24_三重県 四日市市笹川6-29-2

内科・消化器科つかもとクリニック 24_三重県 四日市市三重1-6

水谷医院 24_三重県 四日市市山城町1107-2

矢田クリニック 24_三重県 四日市市山田町2839

村上ファミリークリニック 24_三重県 四日市市山分町242-3

重盛外科内科 24_三重県 四日市市小古曽1丁目3番35号

医療法人正和会 正和クリニック 24_三重県 四日市市小古曽町2717-1
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たけお耳鼻咽喉科 24_三重県 四日市市小杉新町153-7

鳥井医院 24_三重県 四日市市小杉町1282

四日市レディースクリニック 24_三重県 四日市市小生町西川原800

寺嶋内科小児科 24_三重県 四日市市小林町3008

山中内科小児科 24_三重県 四日市市松原町8-11

おの心のクリニック 24_三重県 四日市市松本3-10-27

かみえび診療所 24_三重県 四日市市上海老町1633-140

越山クリニック 24_三重県 四日市市城山町1-11

医療法人心響会 四日市内科ハートクリ

ニック
24_三重県 四日市市城西町3-17-1

四日市糖尿病クリニック 24_三重県 四日市市城西町654-4

医療法人社団主体会 主体会病院 24_三重県 四日市市城北町8-1

高芝眼科クリニック 24_三重県 四日市市諏訪栄町6-3 愛汗ビル4F

すえながばしクリニック 24_三重県 四日市市清水町1-12

いくわ診療所 24_三重県 四日市市生桑町1455

竹尾内科クリニック 24_三重県 四日市市生桑町1642-91

四日市腎クリニック 24_三重県 四日市市生桑町291番地1

いくわ林クリニック 24_三重県 四日市市生桑町295-1

にのみやクリニック内科外科 24_三重県 四日市市生桑町582-5

山本整形外科 24_三重県 四日市市生桑町584-4

医療法人 尚豊会 みたき総合病院 24_三重県 四日市市生桑町菰池458-1

医療法人 尚豊会 みたき健診クリニッ

ク
24_三重県 四日市市生桑町菰池458-1

古田医院 24_三重県 四日市市西阿倉川1203

いいだクリニック 24_三重県 四日市市西阿倉川304-1

青山循環器内科クリニック 24_三重県 四日市市西伊倉町3-2

(医)西浦クリニック 24_三重県 四日市市西浦1丁目2番8号

片岡整形外科 24_三重県 四日市市西日野町1594-1

医療法人 川平内科 24_三重県 四日市市西富田町322-1

あこず内科循環器科クリニック 24_三重県 四日市市赤水町1274-3

医療法人 みやこクリニック 24_三重県 四日市市千代田町307-1

小野医院 24_三重県 四日市市川原町34-7

ひがし胃腸科内科クリニック 24_三重県 四日市市川島町5969-7

ふじい内科クリニック 24_三重県 四日市市川島町6507-2

品川医院 24_三重県 四日市市川島町7390

村山医院 24_三重県 四日市市大字松本5-3-8

三重県立総合医療センター 24_三重県 四日市市大字日永5450-132

斉藤クリニック 24_三重県 四日市市大字茂福741

三滝クリニック 24_三重県 四日市市智積町6062
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さかくら耳鼻咽喉科 24_三重県 四日市市智積町6147

医療法人 小野外科内科 24_三重県 四日市市智積町6333

位田内科循環器科 24_三重県 四日市市馳出町3-6-3

いとう内科消化器科 24_三重県 四日市市中川原2丁目3-8

佐藤クリニック 24_三重県 四日市市中納屋町4-1

西村内科小児科 24_三重県 四日市市中部12-5

二宮メディカルクリニック 24_三重県 四日市市中部8番15号

よしむら耳鼻咽喉科 24_三重県 四日市市天カ須賀4-7-17

医療法人 上野厚生会 うえのクリニッ

ク
24_三重県 四日市市天カ須賀四丁目6-8

医療法人 崇尚会 よしみね内科胃腸科 24_三重県 四日市市東坂部町86-1

田中内科クリニック 24_三重県 四日市市東日野町351-1

南浜田クリニック 24_三重県 四日市市南浜田町3-15

杉浦医院 24_三重県 四日市市楠町南五味塚1246-2

医療法人 真鈴川整形外科 24_三重県 四日市市楠町南五味塚160-4

ひなが胃腸内科・乳腺外科 24_三重県 四日市市日永1丁目13-26

みえロコモリウマチクリニック 24_三重県 四日市市日永1丁目7-19

やまもと胃腸科内科 24_三重県 四日市市日永西1-4545

四日市やまだ眼科 24_三重県 四日市市波木町801-1

笹川内科胃腸科クリニック 24_三重県 四日市市波木町坂向305

医療法人悟りの会 貝沼内科 24_三重県 四日市市泊山崎町10番地

四日市泊駅西整形外科腰痛頭痛クリ

ニック
24_三重県 四日市市泊山崎町2-14

中村内科循環器科クリニック 24_三重県 四日市市泊山崎町3-22

四日市道しるべ 24_三重県 四日市市八田1-14-27 ベルサーヤ1F

医療法人 山下会 かすみがうらクリ

ニック
24_三重県 四日市市八田1丁目13-17

田中医院 24_三重県 四日市市浜田町12-25-1

渡辺医院 24_三重県 四日市市富州原町16-16

医療法人 前田医院 24_三重県 四日市市富田2-11-2

さかい内科クリニック 24_三重県 四日市市富田一色町30-59

医療法人 飯田医院 24_三重県 四日市市富田浜元町1-16

富田浜病院 24_三重県 四日市市富田浜町26番14号

奥山内科 24_三重県 四日市市平津新町260-632

なべしま消化器内科クリニック 24_三重県 四日市市堀木2丁目7-18

とみだ皮膚科 24_三重県 四日市市茂福781-1

たけしま胃腸科内科 24_三重県 四日市市野田二丁目9-12

松井医院 24_三重県 志摩市志摩町布施田392

別當クリニック 24_三重県 志摩市浜島町南張7-1
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こにし内科 24_三重県 松阪市伊勢寺町2927-1

松本クリニック 24_三重県 松阪市駅部田町1619-45

医)中村脳外科クリニック 24_三重県 松阪市駅部田町752-1

耳鼻咽喉科ののやまクリニック 24_三重県 松阪市下村町1001-1

医療法人スワン カイバナ眼科クリニッ

ク
24_三重県 松阪市垣鼻町1638-21

むとうクリニック 24_三重県 松阪市嬉野小村町522-2

おかの医院 24_三重県 松阪市嬉野中川新町1-6

医療法人 小坂クリニック 24_三重県 松阪市嬉野中川新町二丁目23番地

医療法人 恵生会 嬉野医院 24_三重県 松阪市嬉野町1425番地3

薬王堂医院 24_三重県 松阪市嬉野薬王寺町786

いおうじ応急クリニック 24_三重県 松阪市久保町1925

とうご小児科 24_三重県 松阪市光町1070-5

宇野胃腸科内科医院 24_三重県 松阪市市場庄町1105-3

はせがわこどもクリニック 24_三重県 松阪市射和町603

垂見内科クリニック 24_三重県 松阪市小津町274

野呂医院 24_三重県 松阪市小片野町302

ふなだ外科内科クリニック 24_三重県 松阪市上川町2279番地1

まつおか内科 循環器内科 24_三重県 松阪市川井町969-3

近藤クリニック 24_三重県 松阪市船江町532

医療法人 石田クリニック 24_三重県 松阪市大口町154番地1

高橋整形外科ちさと眼科 24_三重県 松阪市大口町279-5

矢津内科 24_三重県 松阪市大黒田町821-4

小林医院 24_三重県 松阪市丹生寺町127-40

串整形外科 24_三重県 松阪市殿町1189-13

のせ産婦人科 24_三重県 松阪市田村町467-7

桜木記念病院 24_三重県 松阪市南町443-4

松坂地区医師会 保健医療センター 24_三重県 松阪市白粉町363

森本医院 24_三重県 松阪市飯高町富永108

小林内科クリニック 24_三重県 松阪市飯南町粥見2461-1

中川医院 24_三重県 松阪市豊原町295-17

大井循環器科内科 24_三重県 松阪市湊町198

医療法人みやむらクリニック 24_三重県 松阪市目田町327-5

医療法人さくら会 さくらクリニック松

阪
24_三重県 松阪市立田町字向田上141-1

櫛谷内科クリニック 24_三重県 多気郡金剛坂816-66

津田医院 24_三重県 多気郡多気町西池上1297-1

こやまクリニック 24_三重県 多気郡大台町佐原457-20

上瀬クリニック 24_三重県 多気郡大台町新田472-4
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森岡皮膚科クリニック 24_三重県 多気郡明和町金剛坂812-39

梅田クリニック 24_三重県 多気郡明和町斎宮3726-2

もりた内科医院 24_三重県 多気郡明和町大淀2444-1

近藤内科 24_三重県 鳥羽市安楽島町1325-15

赤坂クリニック 24_三重県 鳥羽市大明東町2090-305

山﨑整形外科 24_三重県 鳥羽市鳥羽5-7-1

(一財)近畿健康管理センター・三重健

診クリニック
24_三重県 津市あのつ台4丁目1-3

小渕医院 24_三重県 津市一志町高野254-1

コスモスクリニック 24_三重県 津市一志町小山1434-2

高岡医院 24_三重県 津市一志町田尻603

上津台小児科クリニック 24_三重県 津市一身田上津部田1504-16

はやかわこどもクリニック 24_三重県 津市一身田上津部田1817

医療法人 整形外科たかしクリニック 24_三重県 津市一身田上津部田1817

なかせ内科胃腸科 24_三重県 津市一身田上津部田476-1

三井整形外科 24_三重県 津市雲出本郷町1400-1

辻内科 24_三重県 津市栄町2丁目348

医療法人 西山産婦人科 24_三重県 津市栄町4丁目72

渡部クリニック 24_三重県 津市乙部5番3号 PMCビル1階

とうかい整形外科 かわげ 24_三重県 津市河芸町西千里273-1

稻上耳鼻咽喉科・気管食道科 24_三重県 津市河芸町東千里111-1

たかはし皮フ科 24_三重県 津市観音寺町799-7

やまもと総合診療クリニック 24_三重県 津市丸之内21-20

三木眼科 24_三重県 津市岩田1-5

にしかわ小児科 24_三重県 津市久居新町612-5

医療法人 近藤眼科 24_三重県 津市久居新町766-8

天野医院 24_三重県 津市久居西鷹跡町475-3

前沢整形外科 24_三重県 津市久居相川町2112

福喜多眼科 24_三重県 津市久居中町134-37

きのここどもクリニック 24_三重県 津市久居藤が丘2598-3

津みなみクリニック 24_三重県 津市久居野村町600-2

吉田クリニック 24_三重県 津市栗真中山町下沢79-5

駒田医院 24_三重県 津市芸濃町林190-2

池上医院 24_三重県 津市香良洲町1801-4

小渕医院 24_三重県 津市高野254-1

みえひふ科クリニック 24_三重県 津市高野尾町633-61

(独)国立病院機構 榊原病院 24_三重県 津市榊原町777

上野内科 24_三重県 津市庄田町2090

セントローズクリニック 24_三重県 津市新町1-5-16
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水谷皮フ科クリニック 24_三重県 津市新町3-6-22

さいとう内科 24_三重県 津市新東町塔世23

いのうえ心身クリニック 24_三重県 津市神納井明57-16

坂口医院 24_三重県 津市垂水1889-30

前川内科 24_三重県 津市垂水南浦1425

津生協病院 附属診療所 24_三重県 津市船頭町津興3453

新町整形外科診療所 24_三重県 津市大園町4-29

林耳鼻いんこう科クリニック 24_三重県 津市大門10-6

むらい耳鼻咽喉科 24_三重県 津市藤方1237

川浪内科 24_三重県 津市八町2-15-9

あらき内科クリニック 24_三重県 津市半田平木202-5

しおりの里クリニック 24_三重県 津市野田2033-1

寺田医院 24_三重県 津市野田778-1

七保診療所 24_三重県 度会郡大紀町打見116-5

谷口クリニック 24_三重県 南牟婁郡御浜町阿田和字平見6066

まつうらクリニック 24_三重県 南牟婁郡御浜町下市木4649-28

和田眼科クリニック 24_三重県 尾鷲市中村町7-13

医療法人紀南会 尾鷲診療所 24_三重県 尾鷲市野地町13番地2

尾辻医院 24_三重県 北牟婁郡紀北町東⾧島324-13

かとう小児科 24_三重県 北牟婁郡紀北町東⾧島592

山尾医院 24_三重県 名張市つつじが丘北4-4

こもりクリニック 24_三重県 名張市つつじが丘北5番町30番地

医療法人(社団)寺田病院 24_三重県 名張市夏見3260番地1

ちひろ内科クリニック 24_三重県 名張市希央台4番町2番地3階

医療法人 福喜多眼科医院 24_三重県 名張市桔梗が丘1番町4-70

医療法人 喜多医院 24_三重県 名張市桔梗が丘1番町3-39

医療法人つくし かとう小児科医院 24_三重県 名張市桔梗が丘5番町2-48

東整形外科 24_三重県 名張市桔梗が丘8番町5-110

医療法人 武田産婦人科 24_三重県 名張市鴻之台1番町144

啓晃会 福喜多耳鼻咽喉科 24_三重県 名張市鴻之台3-34

なばりこどもクリニック 24_三重県 名張市鴻之台3番町24番地2

ますだ呼吸器科クリニック 24_三重県 名張市瀬古口341-3

秋山整形外科クリニック 24_三重県 名張市蔵持町原出769番1

名張市立病院 24_三重県 名張市百合が丘西1番町178番地

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院 24_三重県 鈴鹿市加佐登3丁目2番1号

医療法人社団 義人会 高木病院 24_三重県 鈴鹿市高岡町550

萩原内科胃腸科 24_三重県 鈴鹿市神戸1-11-2

すずかこころのクリニック萩原内科 24_三重県 鈴鹿市神戸1-11-2

すずかこころのクリニック 24_三重県 鈴鹿市神戸1-11-2
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湯浅整形外科 24_三重県 鈴鹿市神戸1-2-18

ばんクリニック 24_三重県 鈴鹿市石薬師町2159-1

前川小児科医院 24_三重県 鈴鹿市中旭が丘3-11-1

中沢内科 24_三重県 鈴鹿市⾧太旭町3-6-33

医療法人 とうかい整形外科すずか 24_三重県 鈴鹿市東旭が丘1-6-21

医療法人 山口眼科 24_三重県 鈴鹿市南江島町4-15

白子クリニック小児科 24_三重県 鈴鹿市南江島町6-17

IVF白子クリニック 24_三重県 鈴鹿市南江島町8-2

白子ウィメンズホスピタル 24_三重県 鈴鹿市南江島町9-15

久保耳鼻咽喉科医院 24_三重県 鈴鹿市白子駅前1-8

岩間眼科 24_三重県 鈴鹿市白子駅前2-20

イタニ・クリニック 24_三重県 鈴鹿市白子駅前35-3

医療法人IRO三重膠原病リウマチ痛風

クリニック
24_三重県 鈴鹿市白子町3707番1

黒田クリニック 24_三重県 鈴鹿市平田東町13-26

駒田医院 24_三重県 鈴鹿市北江島町17-15

あなざわクリニック 24_三重県 鈴鹿市野町東2丁目4番1号

ひまわり皮フ科 24_三重県 鈴鹿市矢橋1-4-12

しまヒフ科クリニック 24_三重県 鈴鹿市柳町1675

みやむら耳鼻咽喉科 24_三重県 鈴鹿市柳町1659-1

橋本内科医院 25_滋賀県 草津市川原町302-5

ハートクリニックこころ 25_滋賀県 甲賀市甲南町野尻411

せい医院 25_滋賀県 彦根市京町3丁目4-48

あいさか小児科 25_滋賀県 蒲生郡日野町松尾2丁目88-7

医療法人社団 弓削メディカルクリニッ

ク
25_滋賀県 蒲生郡竜王町弓削1825

竜王町国民健康保険診療所 25_滋賀県 蒲生郡竜王町山之上1247-2

にしぶち医院 25_滋賀県 蒲生郡竜王町須恵814-93

竹園医院 25_滋賀県 近江八幡市安土町常楽寺590

おかもと眼科 25_滋賀県 近江八幡市音羽町24

医療法人社団 堀江医院 25_滋賀県 近江八幡市加茂町3660-5

まつだクリニック 25_滋賀県 近江八幡市桜宮町211-3

西川小児科医院 25_滋賀県 近江八幡市出町309

医療法人社団 こだま耳鼻咽喉科医院 25_滋賀県 近江八幡市鷹飼町1529-1

太田産婦人科医院 25_滋賀県 近江八幡市鷹飼町南3-3-5

医療法人社団 柴田医院 25_滋賀県 近江八幡市鷹飼町北一丁目8-6

医療法人 よしずみ内科クリニック 25_滋賀県 近江八幡市中小森町129番地1

むらかみ耳鼻咽喉科クリニック 25_滋賀県 近江八幡市中小森町339-1
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おうみリウマチ膠原病・内科クリニッ

ク
25_滋賀県 近江八幡市中村町20-25

医療法人正志会 正志会ちとせ⾧命診療

所
25_滋賀県 近江八幡市⾧命寺町37-1

まつざわメディカルクリニック 25_滋賀県 近江八幡市土田町268-3

医療法人 宮腰内科医院 25_滋賀県 近江八幡市白鳥町26-1

うえだウィメンズクリニック 25_滋賀県 近江八幡市堀上町193-1

あらき内科クリニック 25_滋賀県 栗東市安養寺1-1-20-101

一般財団法人 競馬共助会 栗東診療所 25_滋賀県 栗東市御園1028 栗東トレーニングセンター内

栗東ピースクリニック 25_滋賀県 栗東市手原三丁目11-2

こびらい生協診療所 25_滋賀県 栗東市小平井3-2-25

KKCウエルネス栗東健診クリニック 25_滋賀県 栗東市小野501-1

さとこ内科クリニック 25_滋賀県 栗東市中沢2丁目5-54

パームこどもクリニック 25_滋賀県 栗東市野尻440

はなだ婦人クリニック 25_滋賀県 栗東市綣3-10-22

おした整形外科医院 25_滋賀県 犬上郡豊郷町下枝23-1

医療法人 たけは内科医院 25_滋賀県 犬上郡豊郷町下枝23-2

カズ皮フ科医院 25_滋賀県 湖南市夏見634-2

医療法人 和晃会 ふじた医院 25_滋賀県 湖南市柑子袋590-1

なごみ内科クリニック 25_滋賀県 湖南市岩根4580

医療生協こうせい駅前診療所 25_滋賀県 湖南市針337-1

佐野医院 25_滋賀県 湖南市石部中央4丁目1-57

医療法人 小川診療所 25_滋賀県 湖南市石部東2-5-38

湖南市立石部診療所 25_滋賀県 湖南市石部東五丁目3番1号

ほしやま内科医院 25_滋賀県 湖南市菩提寺西1-9-23-101

医療法人社団 仁生会 甲南病院 25_滋賀県 甲賀市甲南町葛木958番地

医療法人 寺井医院 25_滋賀県 甲賀市甲南町希望ヶ丘本町6-857-81

布留クリニック 25_滋賀県 甲賀市甲南町寺庄1098

和田耳鼻咽喉科医院 25_滋賀県 甲賀市水口町京町6-11

さいとう医院 内科・消化器内科 25_滋賀県 甲賀市水口町松栄3-26

医療法人田代クリニック 25_滋賀県 甲賀市水口町新城696番地

木村医院 25_滋賀県 甲賀市水口町虫生野1015-9

浅田クリニック 25_滋賀県 甲賀市水口町東名坂226-1

みなくち内科・消化器内科 25_滋賀県 甲賀市水口町南林口47番地2

皮ふ科クリニックみなくち 25_滋賀県 甲賀市水口町南林口49

山田外科医院 25_滋賀県 甲賀市水口町八坂2-29

一般社団法人 水口病院 25_滋賀県 甲賀市水口町本町二丁目2番43号

医療法人かおり会 藁園本多医院 25_滋賀県 高島市新旭町太田888-1
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はたスポーツ整形クリニック 25_滋賀県 守山市下之郷1丁目15番8号

医療法人社団 安田医院 25_滋賀県 守山市吉身1-1-9

医療法人 いしべ耳鼻咽喉科 25_滋賀県 守山市吉身2丁目6-51

内科胃腸科井上クリニック 25_滋賀県 守山市吉身3丁目14-46

くまだキッズ・ファミリークリニック 25_滋賀県 守山市金森町454-4

いがらしクリニック 25_滋賀県 守山市守山6-10-34

西藤小児科こどもの呼吸器・アレル

ギークリニック
25_滋賀県 守山市守山一丁目12-12

かいつぶり診療所 25_滋賀県 守山市守山町168-1

ふくはら内科クリニック 25_滋賀県 守山市勝部ー丁目16-27

医療法人 かさはら医院 25_滋賀県 守山市播磨田町1456-1

医療法人社団 きどわき医院 25_滋賀県 守山市播磨田町3067

医)守山内科クリニック 25_滋賀県
守山市浮気町300-15 グランドメゾン守山1-

101

医療法人社団 あなむら診療所 25_滋賀県 草津市穴村町311

薬師川眼科 25_滋賀県 草津市若草5丁目13-1

医療法人 宮本クリニック 25_滋賀県 草津市上笠四丁目6-6

伊藤内科クリニック 25_滋賀県 草津市西大路町4番32-106号1

ささきクリニック 25_滋賀県 草津市西大路町5-2 ジュネス・コート1F

木村診療所 25_滋賀県 草津市西大路町9-13 西大路ビル2F

ふじさわ小児クリニック 25_滋賀県 草津市大路2丁目9番4号

あさの内科クリニック 25_滋賀県 草津市追分南1-1-14-1F

医療法人 西岡医院 25_滋賀県 草津市追分南2-12-2

そうむらこどもクリニック 25_滋賀県 草津市追分南4-6-23

医療法人にじいろ会 おぐまファミリー

クリニック
25_滋賀県 草津市南草津2-4-3

山田整形外科クリニック 25_滋賀県 草津市南草津三町目4番3-1

やまもとクリニック 25_滋賀県 草津市平井2-1-1

医療法人 眞下草津医院 25_滋賀県 草津市野村2丁目22-8

清水産婦人科 25_滋賀県 草津市野村3丁目18-5

南草津 野村整形外科 25_滋賀県 草津市野路1-6-27

医療法人スマイル 玉川スマイルクリ

ニック
25_滋賀県 草津市野路8丁目22-13

加地眼科 25_滋賀県 草津市野路町694-6

ひろせ耳鼻咽喉科医院 25_滋賀県 大津市におの浜2-2-5 大津スカイハイツ106号

石山医院 25_滋賀県 大津市粟津町17番36号

田井中内科医院 25_滋賀県 大津市粟津町3-2 JR石山駅NKビル4F
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さいとう整形外科医院 25_滋賀県 大津市衣川1丁目18-8

医療法人社団 瀬田クリニック 25_滋賀県 大津市一里山3-1-5

はえうち診療所 25_滋賀県 大津市一里山4-25-21

医療法人社団 ローズ診療所 25_滋賀県 大津市花園町1-1

あそうクリニック 25_滋賀県 大津市京町2丁目1-24

竹村皮フ科クリニック 25_滋賀県 大津市錦織2-3-33

松島産婦人科医院 25_滋賀県 大津市錦織3丁目6-22

たいら内科・消化器内科クリニック 25_滋賀県 大津市月輪三丁目33番1号

伏木医院 25_滋賀県 大津市見世2-12-12

山田内科 25_滋賀県 大津市坂本7-6-11

いのうえ内科クリニック 25_滋賀県 大津市桜野町2丁目4-7 パデシオン西大津1階

しばやま耳鼻咽喉科クリニック 25_滋賀県 大津市春日町2番1号 COCOLAS大津202

膳所診療所 25_滋賀県 大津市昭和町2-17

髙槻医院 25_滋賀県 大津市松本2-4-37

かたた眼科医院 25_滋賀県 大津市真野1-1 コジャックビル2階

石場診療所 25_滋賀県 大津市石場9-6

医療法人さんらく会 遠藤クリニック 25_滋賀県 大津市千町2-15-22

医療法人 木下レディースクリニック 25_滋賀県 大津市打出浜10-37

医療法人 大高医院 25_滋賀県 大津市打出浜6-7

瀬田三愛小児科 25_滋賀県 大津市大萱1丁目15-19 松田ビル

湖南クリニック 25_滋賀県 大津市大萱1丁目19-25

医療法人社団 水谷医院 25_滋賀県 大津市大萱3-6-33

医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院 25_滋賀県 大津市大萱七丁目7番2号

医療法人レイクサイドクリニック 25_滋賀県 大津市大江1丁目3-20

医療法人 緑生会 南大津クリニック 25_滋賀県 大津市大石中1丁目6-6

大西医院 25_滋賀県 大津市中央3-1-16

ふじおかクリニック 25_滋賀県
大津市鳥居川町4-20 石山唐橋クリニックモー

ル1F

熊木医院 25_滋賀県 大津市唐崎3-20-9

医療法人 北村医院 25_滋賀県 大津市南郷5-12-14

大津京なかた眼科 25_滋賀県 大津市二本松1-1

永谷皮フ科医院 25_滋賀県 大津市馬場1-3-4

医療法人 つかだ内科クリニック 25_滋賀県 大津市馬場3丁目13-26

ふくた診療所 25_滋賀県 大津市八屋戸971-5

医療法人 心寿海 岩波整形外科医院 25_滋賀県 大津市浜大津3-2-34

あすとこクリニック 25_滋賀県 大津市浜大津4-1-1 明日都浜大津3F

独立行政法人地域医療機能推進機構 滋

賀病院
25_滋賀県 大津市富士見台16-1
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湖光会  上田上診療所 25_滋賀県 大津市平野1-17-20

小松診療所 25_滋賀県 大津市北小松417

田中ファミリークリニック 25_滋賀県 大津市本堅田4-6-22

山田整形外科病院 25_滋賀県 大津市本堅田5-22-27

しろやま赤ちゃんこどもクリニック 25_滋賀県 大津市本堅田6丁目35-28

近畿健康管理センター 25_滋賀県 大津市木下町10-10

まつだ内科胃腸科 25_滋賀県 大津市雄琴北一丁目6-14

中井医院 25_滋賀県 大津市和邇今宿572-4

⾧浜赤十字病院 25_滋賀県 ⾧浜市宮前町14番7号

湖北グリーブクリニック 25_滋賀県 ⾧浜市月ヶ瀬町525

上松医院 25_滋賀県 ⾧浜市高月町磯野537

(医)布施内科医院 25_滋賀県 ⾧浜市高月町高月593-4

市立⾧浜病院ヘルスケア研究センター 25_滋賀県 ⾧浜市大戌亥町313

浅井診療所 25_滋賀県 ⾧浜市当目町84-7

おしたにクリニック 25_滋賀県 ⾧浜市内保町1033

橋場レディスクリニック 25_滋賀県 ⾧浜市南高田町5-8

三愛眼科 25_滋賀県 ⾧浜市八幡東町9-1 ⾧浜楽市内

浅井東診療所 25_滋賀県 ⾧浜市野瀬町828番地

尾崎眼科 25_滋賀県 ⾧浜市弥高町175-1

医療法人 医誠会 神崎中央病院 25_滋賀県 東近江市五個荘清水鼻町95

吉川整形外科クリニック 25_滋賀県 東近江市佐野町195番地1

金岡医院 25_滋賀県 東近江市佐野町字早刈282-7

桝田医院 25_滋賀県 東近江市市原野町2225

湖東記念病院 25_滋賀県 東近江市西松町2番地1

青葉メディカル 25_滋賀県 東近江市青葉町1-46

東近江市立能登川病院(指定管理者 医

療法人社団昴会)
25_滋賀県 東近江市猪子町191

医療法人 レイメイクリニック 25_滋賀県 東近江市東沖野4丁目16-18

島田医院 25_滋賀県 東近江市八日市金屋2丁目1-7

広島外科整形外科医院 25_滋賀県 東近江市八日市東浜町1-27

東近江敬愛病院 25_滋賀県 東近江市八日市東本町8-16

医療法人社団 双秀会 小山眼科クリ

ニック
25_滋賀県 東近江市八日市浜野町487-1

明愛眼科 25_滋賀県 東近江市八日市本町3-4

東近江市あいとう診療所 所⾧ 横田哲

朗
25_滋賀県 東近江市妹町29

一般財団法人 近畿健康管理センター 

ひこね健診クリニック
25_滋賀県 彦根市駅東町15-1

431 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

田中クリニック 25_滋賀県 彦根市開出今町1516-18

しらいし耳鼻咽喉科 25_滋賀県 彦根市金沢町586番地4

おおはし内科循環器科クリニック 25_滋賀県 彦根市後三条町649

いけだ耳鼻咽喉科 25_滋賀県 彦根市西今町6-26

なかつか内科医院 25_滋賀県
彦根市川瀬馬場町1082-5 彦根クリニックモー

ル内科棟

ふせクリニック 25_滋賀県 彦根市地蔵町190-8

ひまわり眼科 25_滋賀県
彦根市竹ヶ鼻町43-2 ビバシティ彦根専門店街

2階

はやし婦人クリニック 25_滋賀県 彦根市竹ヶ鼻町658

おくの内科 25_滋賀県 彦根市本町1丁目4-28

いけだ内科医院 25_滋賀県 彦根市野瀬町18-8

わだ医院 25_滋賀県 彦根市野良田町330-31

緑王診療所 25_滋賀県 野洲市栄31-3

医療法人 翔誠会 おおはし腎透析クリ

ニック
25_滋賀県 野洲市永原1833-4

山田クリニック 25_滋賀県 野洲市市三宅2725

ちかもち内科医院 25_滋賀県 野洲市小篠原2208-1

やすだ眼科 25_滋賀県 野洲市北野1-1-8

医療法人 神谷耳鼻咽喉科医院 26_京都府
京都市右京区常盤馬塚町15-1 スギ薬局常盤店

2階

医療法人ふくもちこどもクリニック 26_京都府
京都市左京区岩倉中大鷺町2番地 ギャレ宝ヶ

池1階

仁木医院 26_京都府 京都市伏見区深草西浦町4丁目21番地

山添医院 26_京都府 京都市左京区下鴨松ノ木町80-3

小山医院 26_京都府 福知山市猪崎647

中島整形外科医院 26_京都府 綾部市幸通9

公益社団法人京都保健会 京都協立病院 26_京都府 綾部市高津町三反田1番地

古川整形外科医院 26_京都府 宇治市宇治壱番10-8 ベルメゾンF

宇治おうばく病院 26_京都府 宇治市五ヶ庄三番割32-1

医療法人 徳岡医院 26_京都府 宇治市広野町寺山17-20

しんたにクリニック 26_京都府
宇治市広野町西裏87番地 ザ・ガーデンコ

ミューンD棟2階

あづま眼科クリニック 26_京都府 宇治市広野町東裏108-2

医療法人今林医院 26_京都府 宇治市小倉町西浦88-39

医療法人社団 岡田医院 26_京都府 宇治市小倉町天王31-5

仁心会宇治川病院 26_京都府 宇治市小倉町老ノ木31
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社会医療法人 岡本病院(財団)おかもと

クリニック
26_京都府 宇治市神明石塚54番地の18

上ノ山吉岡医院 26_京都府 宇治市大久保町上ノ山21-1

土井内科 26_京都府 宇治市菟道荒槇1-54

京都ゆうゆうの里診療所 26_京都府 宇治市白川鍋倉山14-1

松﨑小児科 26_京都府 宇治市木幡内畑34-11 ハイショップビル2F

いしのこどもクリニック 26_京都府
宇治市六地蔵奈良町74-1 パデシオン六地蔵

ミッドモール2F

医療法人 和松会 六地蔵総合病院 26_京都府 宇治市六地蔵奈良町9番地

あべじゅん婦人科 26_京都府 宇治市莵道荒槙1-50

医療法人社団 中川医院 26_京都府 乙訓郡大山崎町大山崎堀尻12番地

医療法人 吉岡整形外科医院 26_京都府 亀岡市河原町192

医療法人 亀岡病院 26_京都府 亀岡市古世町三丁目21-1

コサカ小児科・糖尿病内科医院 26_京都府 亀岡市古世町西内坪32-1 ラポール2F

医療法人 永田眼科クリニック 26_京都府 亀岡市篠町浄法寺中村35番地3

ひがき小児科医院 26_京都府 亀岡市篠町森東垣内1-11

医療法人 さとう医院 26_京都府 亀岡市千代川町高野林西ノ畑27

小牧産婦人科医院 26_京都府 亀岡市曽我部町南条屋敷3-3

しらべ内科整形外科医院 26_京都府 亀岡市大井町並河2丁目13-11

さかべ整形外科クリニック 26_京都府 亀岡市中矢田町久保垣内27-1

十倉佳史胃腸内科クリニック 26_京都府 亀岡市南つつじヶ丘大葉台2-28-2

医療法人 福知会 クリニック「もみ

じ」
26_京都府 亀岡市余部町清水26番地1

医療法人 亀岡病院 介護医療院 はたご

まち
26_京都府 亀岡市旅籠町29

おおむら医院 26_京都府 久世郡久御山町佐古内屋敷61-1

社会医療法人 岡本病院(財団) 京都岡本

記念病院
26_京都府 久世郡久御山町佐山西ノ口100番地

田村医院 26_京都府 久世郡久御山町佐山双置87

医療法人 八仁会 久御山南病院 26_京都府 久世郡久御山町坊之池坊村中28

味見診療所 26_京都府 宮津市吉原2596

医療法人 山根医院 26_京都府 宮津市鶴賀2070-12

医療法人社団 宮地医院 26_京都府 宮津市波路2355-1

今出クリニック 26_京都府 宮津市柳縄手325-6

京丹後市国民健康保険直営 大宮診療所 26_京都府 京丹後市大宮町河辺2342

安井医院 26_京都府 京丹後市大宮町口大野123

京丹後市国民健康保険直営 間人診療所 26_京都府 京丹後市丹後町間人1699番地
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よしおかクリニック 26_京都府
京丹後市峰山町新町1606-1 ショッピングセン

ターマイン4階

髙田医院 26_京都府 京丹後市峰山町杉谷945

三村小児科医院 26_京都府 京田辺市河原食田10-5

医療法人社団 石鎚会 石丸医院 26_京都府 京田辺市興戸南落延23番地

医療法人社団 石鎚会 三山木中央クリ

ニック
26_京都府 京田辺市三山木中央3-3-5

いわた整形外科クリニック 26_京都府 京田辺市三山木中央4-2-8

谷村医院 26_京都府 京田辺市三山木中央二丁目3番地14

医療法人社団 石鎚会 松井山手クリ

ニック
26_京都府 京田辺市山手東2丁目3番地 D-101

医)浜口キッズクリニック   浜口キッズ

クリニック 病児保育室「にっこにこ」
26_京都府 京田辺市松井ケ丘3丁目1-9

田畑医院 26_京都府 京田辺市薪小欠21

河村内科医院 26_京都府 京田辺市薪石ノ前25

耳鼻咽喉科村上クリニック 26_京都府 京田辺市大住ケ丘4-6-6

医療法人社団 石鎚会 京都田辺記念病

院
26_京都府 京田辺市田辺戸絶1番地

たけむらクリニック 26_京都府 京田辺市田辺中央4-2-15

浜耳鼻咽喉科医院 26_京都府 京田辺市田辺中央6-3-1 近鉄新田辺西ビル3F

医療法人社団 石鎚会 田辺中央病院 26_京都府 京田辺市田辺中央六丁目1番地6

医療法人 井出産婦人科 26_京都府 京田辺市東西神屋43

医療法人社団 石鎚会 同志社山手病院 26_京都府 京田辺市同志社山手二丁目2番

太田診療所 26_京都府 京都市右京区花園伊町6

医療法人 花房医院 26_京都府 京都市右京区花園木辻南町28-2

山田医院 26_京都府 京都市右京区御室竪町23-4

医療法人 岡田医院 26_京都府 京都市右京区嵯峨中又町25

宮尾眼科 26_京都府 京都市右京区嵯峨天竜寺若宮町20

医療法人 博翔会 矢間クリニック 26_京都府 京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町18-1

医療法人社団 柏木内科整形外科医院 26_京都府 京都市右京区嵯峨北堀町20-121

小室整形外科医院リハビリリウマチク

リニック
26_京都府 京都市右京区嵯峨野開町21

石田医院 26_京都府 京都市右京区嵯峨野有栖川町40-168

ときわ駅前なかむら眼科 26_京都府 京都市右京区常盤馬塚町15-1

医療法人 とくひろこどもクリニック 26_京都府
京都市右京区西院高山寺町1-1 西院メディカ

ルビル2階

景山医院 26_京都府 京都市右京区西院西今田町9-5
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岩田整形外科医院 26_京都府 京都市右京区西院西平町14-1

さとこレディスクリニック 26_京都府 京都市右京区西院東淳和院町13-9

西大路五条もとよしクリニック 26_京都府
京都市右京区西院東中水町14 西大路市営住宅

1階

医療法人岩田医院 26_京都府 京都市右京区西院平町9

医療法人社団 京健会 西京病院 26_京都府 京都市右京区西院北矢掛町39番地1

医療法人社団 京健会 健診事業部 26_京都府 京都市右京区西院北矢掛町39番地1

西大丸診療所 26_京都府 京都市右京区西京極西大丸町29

西京極診療所 26_京都府 京都市右京区西京極佃田町17

またの整形外科 26_京都府 京都市右京区太秦桂木町11-1

細田内科医院 26_京都府 京都市右京区太秦御所ノ内町7-10

(医)三幸会 三幸会うずまさクリニック 26_京都府 京都市右京区太秦森ヶ西町12-3

医療法人 寺内整形外科診療所 26_京都府 京都市右京区太秦森ヶ前町10-1

医療法人 柏木産婦人科 26_京都府 京都市右京区太秦垂箕山町13-3

斉藤医院 26_京都府 京都市右京区太秦多薮町14

ふくおかクリニック 26_京都府 京都市右京区太秦北路町10-1

土橋医院 26_京都府 京都市右京区谷口垣ノ内町12-7

山本医院 26_京都府 京都市右京区梅津北浦町19-9

ささきクリニック 26_京都府 京都市右京区梅津北浦町3-1

嵯峨野病院 26_京都府 京都市右京区鳴滝宇多野谷9

竜安寺クリニック 26_京都府 京都市右京区龍安寺西之川町7-6

あいこ皮フ科クリニック 26_京都府 京都市下京区 富小路西入る立売東町14

中野眼科京都駅前診療所 26_京都府
京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町720 

するがやビル4階

檜垣医院 26_京都府 京都市下京区下松屋町花屋町下ル375

西本願寺あそか診療所 26_京都府
京都市下京区花屋町通堀川西入ル柿本町580-

2

千本診療所 26_京都府 京都市下京区観喜寺町10-15

深江形成整形外科医院 26_京都府 京都市下京区四条町348

医療法人 しんあい会 26_京都府
京都市下京区四条通り柳馬場西入ル立売中之

町104 異井門四条ビル2F

四条ひまわりクリニック 26_京都府
京都市下京区四条通り柳馬場西入ル立売中之

町104 異井門四条ビル2F

瀬尾クリニック 26_京都府
京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町18 ヒ

ラオカビル2F

新京都南病院 26_京都府 京都市下京区七条御所ノ内北町94

とみえクリニック 26_京都府
京都市下京区七条御所ノ内本町89-1 クリニッ

クモール西大路1階
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内浜診療所 26_京都府 京都市下京区七条通河原町東入材木町460

医療法人健康会 京都南病院グループ 26_京都府 京都市下京区七条通河原町東入材木町460

医療法人 愛和会 あわの診療所 26_京都府
京都市下京区室町通り四条下がる鶏鉾町500-

4F

木谷内科医院 26_京都府
京都市下京区室町通綾小路下ル白楽天町507 

下川ビル1F

医療法人 佐々木医院 26_京都府 京都市下京区室町通五条下ル大黒町215

ふてんま医院 26_京都府
京都市下京区室町通五条上ル坂東屋町266 ロ

イヤルハイツ室町1F

たかはしクリニック 26_京都府 京都市下京区朱雀裏畑町1-1

きしもと内科クリニック 26_京都府 京都市下京区松原通堺町西入杉屋町281

南部産婦人科医院 26_京都府 京都市下京区西七条市部町132

かどたにこどもクリニック 26_京都府
京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン

京都七条1F

佐藤医院 26_京都府 京都市下京区西七条南月読町35

前田クリニック 26_京都府 京都市下京区西七条北月読町73

まつお小児科アレルギークリニック 26_京都府 京都市下京区西七条北東野町122

たききた小児クリニック 26_京都府
京都市下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町449-

2

内科田中医院 26_京都府
京都市下京区大宮花屋町上がる堀の上町541

番地

中野眼科四条分院 26_京都府
京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮2 日本

生命ビル2階

横江医院 26_京都府 京都市下京区大宮通松原下ル上五条町396

医療法人社団 兵耳鼻咽喉科医院 26_京都府 京都市下京区大宮通松原上る高辻大宮町132

医療法人循環器内科・内科まつばらク

リニック
26_京都府 京都市下京区中堂寺櫛笥町21

医療法人 回生会 京都回生病院 26_京都府 京都市下京区中堂寺庄ノ内町8-1

医療法人 岡崎医院 26_京都府 京都市下京区中堂寺前田町8

たかあきクリニック 26_京都府
京都市下京区中堂寺坊城町31-7 メディナ丹波

口1F

のぶ耳鼻咽喉科クリニック 26_京都府
京都市下京区中堂寺坊城町65 パークスクエア 

1F

ヴェリィ形成皮フ科クリニック 26_京都府 京都市下京区東塩小路町717-1

第二南診療所 26_京都府 京都市下京区東中筋通花屋町下る柳町332

ふじと整形外科医 26_京都府
京都市下京区東洞院通綾小路下る扇酒屋町

283-1

井上医院 26_京都府 京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町37
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四条高倉大川クリニック 26_京都府 京都市下京区東洞院通仏光寺下ル604

かきた内科医院 26_京都府 京都市下京区東錺屋町173 高橋第6ビル2階

梅鉢医院 26_京都府 京都市下京区風早町570

児嶋医院 26_京都府 京都市下京区仏光寺通猪熊西入西田町595-2

小西仏光寺診療所 26_京都府 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入東前町398

鈴木内科医院 26_京都府
京都市下京区仏光寺通油小路東入ル木賊山町

168番地

医療法人財団 康生会 康生会クリニッ

ク
26_京都府

京都市下京区油小路通下魚ノ棚下る町油小路

町277番地

木津屋橋武田病院 介護医療院・木津屋

橋武田クリニック
26_京都府

京都市下京区油小路通下魚棚下ル油小路町

293番地

のざき整形外科医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺下り松町13

医療法人 わたなべクリニック 26_京都府 京都市左京区一乗寺向畑町45

加藤胃腸内科医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺西浦畑町3

医療法人 藤田医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺塚本町46-2

嶋田外科医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺燈籠本町27

皮膚科内科小野医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺北大丸町25

北川内科医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺木ノ本町10

十倉医院 26_京都府 京都市左京区一乗寺里の西町9-2

医療法人 祥正会 藤原内科 26_京都府 京都市左京区下鴨高木町39の5

医療法人 仁愛会 川村産婦人科 26_京都府 京都市左京区下鴨高木町40

越智医院 26_京都府 京都市左京区下鴨森本町17

森産婦人科医院 26_京都府 京都市左京区下鴨泉川町62

児嶋耳鼻咽喉科 26_京都府 京都市左京区下鴨前萩町5-9

吉田眼科医院 26_京都府 京都市左京区下鴨東本町9

腎臓・泌尿器科髙田クリニック 26_京都府 京都市左京区下鴨北野々神町34

菅典道クリニック 26_京都府
京都市左京区下鴨梁田町18-1 大晋メゾネ下鴨

本通1F

医療法人 三幸会 北山病院 26_京都府 京都市左京区岩倉上蔵町123

第二北山病院 26_京都府 京都市左京区岩倉上蔵町161

人見整形外科 26_京都府 京都市左京区岩倉忠在地町283-1

岩倉駅前たはらクリニック 26_京都府 京都市左京区岩倉忠在地町291-1

京都民医連 洛北診療所 26_京都府 京都市左京区岩倉忠在地町529番地

医療法人 北村クリニック 26_京都府 京都市左京区岩倉南河原町195

皮膚科・美容皮膚科のぶはらさとみク

リニック
26_京都府

京都市左京区岩倉南河原町68 コンチネンタル

ヒロ1階

医療法人 西川医院 26_京都府 京都市左京区岩倉北池田町67-4

堀居医院 26_京都府 京都市左京区吉田下大路町45-2

池田医院 26_京都府 京都市左京区吉田牛の宮町10-5
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橋本医院 26_京都府 京都市左京区吉田神楽岡町70-3

医療法人社団 隅田眼科医院 26_京都府
京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア

2F

医療法人 小宮耳鼻咽喉科医院 26_京都府 京都市左京区高野西開町55-2

つとう医院 26_京都府 京都市左京区高野東開町1-24

原山内科クリニック 26_京都府 京都市左京区黒谷町30

岡村医院 26_京都府 京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町19-1

あかき整形外科・内科クリニック 26_京都府 京都市左京区修学院大林町1-1 壱番館白川1F

あおき消化器内科クリニック 26_京都府 京都市左京区修学院大林町6-14

医療法人 八田内科医院 26_京都府 京都市左京区修学院薬師堂町4

中上クリニック 26_京都府 京都市左京区上高野下荒蒔町6-1

松下医院 26_京都府 京都市左京区上高野古川町12

横山医院 26_京都府 京都市左京区上高野鷺町11

医療法人社団 テイ医院 26_京都府 京都市左京区浄土寺下南田町3-5

おおせこ内科 26_京都府 京都市左京区浄土寺上馬場町16

医療法人 京真会 岡野医院 26_京都府 京都市左京区浄土寺東田町3

一般財団法人 川越病院 26_京都府 京都市左京区浄土寺馬場町48番地

貴順会 吉川病院 26_京都府 京都市左京区聖護院山王町1

やすの内科・糖尿病クリニック 26_京都府
京都市左京区聖護院川原町29 聖護院メディカ

ルビル2階

まつもとクリニック 26_京都府 京都市左京区聖護院東町16-1

井上医院 26_京都府 京都市左京区聖護院蓮華蔵町4

垣内医院 26_京都府 京都市左京区静市市原町467-2

医療法人 北村クリニック 26_京都府 京都市左京区静市市原町744-7

ウエノ診療所 26_京都府 京都市左京区田中上柳町2-1

医療法人 耳鼻咽喉科松岡医院 26_京都府 京都市左京区田中西大久保町42

嶋村医院 26_京都府 京都市左京区田中西樋ノ口町七八

公益社団法人信和会 京都民医連あすか

い病院
26_京都府 京都市左京区田中飛鳥井町89

医友会 サトウ心臓血管外科クリニック 26_京都府
京都市左京区法林寺門前町37 アバンエスパス

鴨川T101

瀧本小児科医院 26_京都府 京都市左京区北白川大堂町58

医療法人社団 佐藤耳鼻咽喉科医院 26_京都府 京都市左京区北白川東久保田町1番地

もりした循環器科クリニック 26_京都府 京都市左京区北白川堂ノ前町36

水本内科医院 26_京都府 京都市山科区音羽千本町17-3

坂部医院 26_京都府 京都市山科区勧修寺西栗栖野町273

まなべ内科クリニック 26_京都府 京都市山科区栗栖野打越町33

堺医院 26_京都府 京都市山科区四宮泓3の4
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洛和会 音羽記念病院 26_京都府 京都市山科区小山鎮守町29番地1

樋口医院 26_京都府 京都市山科区西野山桜ノ馬場町13

ひろた耳鼻咽喉科医院 26_京都府 京都市山科区西野山中鳥井町75-1

京都微生物研究所付属診療所 26_京都府 京都市山科区川田御出町3-4

藤井内科医院 26_京都府 京都市山科区竹鼻四丁野町14-2

一般社団法人愛生会 山科病院 26_京都府 京都市山科区竹鼻四丁野町19番地の4

大西内科クリニック 26_京都府 京都市山科区竹鼻西ノ口町21-5

髙須町塚診療所 26_京都府 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町29番地の2

医療法人 中川医院 26_京都府 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町35

辻医院 26_京都府 京都市山科区東野中井ノ上町18-2

福田医院 26_京都府 京都市山科区東野八代1-14

中西医院 26_京都府 京都市山科区東野八反畑町21

医療法人 赤城医院 26_京都府 京都市山科区北花山中道町35-31

医療法人社団恵仁会 なぎ辻病院 26_京都府 京都市山科区椥辻東潰5番1

堀江皮膚科医院 26_京都府 京都市上京区一真町86 桂ビル3F

竹中医院 26_京都府
京都市上京区丸太町通千本東入る中務町491-

29

たかしま眼科医院 26_京都府
京都市上京区丸太町通智恵光院西入中務町

927

千原眼科医院 26_京都府
京都市上京区今出川通寺町東入一真町86 桂ビ

ル4階

むかい内科クリニック 26_京都府
京都市上京区今出川通七本松西入毘沙門町

487-7

医療法人社団コマキ外科・胃腸科医院 26_京都府 京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町308

医療法人 正木医院 26_京都府 京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町826

医療法人社団精和会 御所東クリニック 26_京都府 京都市上京区寺町今出川下ル扇町268

西村医院 26_京都府
京都市上京区寺町今出川上ル5丁目西入桜木町

415-5

耳鼻咽喉科春山医院 26_京都府 京都市上京区七本松今出川上ル毘沙門町494

医療法人 幸生会 室町病院 26_京都府 京都市上京区室町通上立売下ル裏築地町88

(医療法人)岡嶋内科医院 26_京都府 京都市上京区小山町903-6

百々眼科診療所 26_京都府 京都市上京区小川通今出川下ル針屋町363

ふなきクリニック 26_京都府 京都市上京区西社町175

かどのクリニック 26_京都府 京都市上京区千本西入る五番町165

医療法人 金光診療所 26_京都府
京都市上京区千本通り芦山寺上ル閻魔前町33-

2

高橋整形外科医院 26_京都府 京都市上京区千本通丸太町下る主税町1163
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医療法人 博侑会 吉岡医院 26_京都府 京都市上京区竪亀屋町252

内田医院 26_京都府 京都市上京区中町通丸太町上がる俵屋町432

耳鼻咽喉科鈴木医院 26_京都府 京都市上京区中立売通猪熊東入役人町252

すぎはら医院 26_京都府 京都市上京区南上善寺町170-3

医療法人 太田内科クリニック 26_京都府 京都市上京区飛鳥井町263 シリウス星の子1F

京都 舟木医院 26_京都府 京都市上京区盧山寺通大宮西入3

ペインクリニック 岡田外科医院 26_京都府 京都市西京区桂坤町2-14

井上産婦人科医院 26_京都府 京都市西京区桂坤町30-4

たちいり整形外科 26_京都府 京都市西京区桂西滝川町52

やすおクリニック 26_京都府 京都市西京区桂南巽町126

安本眼科クリニック 26_京都府 京都市西京区桂南巽町146

石田医院 26_京都府 京都市西京区御陵大枝山町5-27-3

医療法人社団 岩瀬医院 26_京都府 京都市西京区松室追上ゲ町18-16

いとう皮フ科 26_京都府
京都市西京区松尾大利町11-5 松尾メディカル

スクエアⅡ2階

武田医院 26_京都府 京都市西京区上桂西居町1・4番合地

秋元眼科クリニック 26_京都府 京都市西京区上桂東ノ口町182

植松医院 26_京都府 京都市西京区川島松ノ木本町5-7

山内医院 26_京都府 京都市西京区川島尻堀町41-9

かさはら内科医院 26_京都府 京都市西京区川島有栖川44-1

アキタ眼科医院 26_京都府 京都市西京区川島有栖川町50-1-5F

武田整形外科医院 26_京都府 京都市西京区川島有栖川町8

どいクリニック 26_京都府 京都市西京区大原野上里男鹿町15-13

福原小児科医院 26_京都府 京都市西京区大原野西竹の里町1-17

耳鼻咽喉科さがわクリニック 26_京都府 京都市西京区大枝西新林町5-1-7

山口医院 26_京都府 京都市西京区大枝西新林町5-2

医療法人 奥村小児科医院 26_京都府 京都市西京区大枝北福西町二丁目23番地12

瀬戸クリニック 26_京都府
京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町245-2 

烏丸梅田ビル3F

ふじたみつえクリニック 26_京都府 京都市中京区榎木町95-1 延寿堂第2ビル4F

医療法人 芝山眼科 26_京都府
京都市中京区河原町三条上ル恵比須町439 早

川ビル5階

中野眼科 朝日会館診療所 26_京都府
京都市中京区河原町通三条上る恵比寿町427 

京都朝日会館7階

医療法人究理堂 小石医院 26_京都府
京都市中京区釜座通竹屋町下る亀屋町335番

地

御所南はなこクリニック 26_京都府 京都市中京区間之町通竹屋町上る大津町645

吉政医院 26_京都府 京都市中京区橋弁慶町235
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早川医院 26_京都府 京都市中京区鏡屋町28

医療法人  山本心臓・血管クリニック 26_京都府
京都市中京区錦小路通高倉西入西魚屋町601 

錦小路水野ビル3F

医療法人大澤会 大澤クリニック 26_京都府
京都市中京区錦小路通東洞院東入ル西魚屋町

617

小笠原医院 26_京都府
京都市中京区御幸町通押小路下る亀屋町394

番地

医療法人 回生会 クリニック回生 26_京都府 京都市中京区御幸町通錦小路上ル382

林内科診療所 26_京都府 京都市中京区御幸町通三条上る丸屋町326

医療法人 田村秀子婦人科医院 26_京都府 京都市中京区御所八幡町229

森甲状腺会 須川クリニック 26_京都府 京都市中京区高倉通御池下る亀甲屋町606

医療法人 芝山眼科 26_京都府
京都市中京区三条河原町上る恵比須町439 早

川ビル5階

さんじょう恭子診療所 26_京都府
京都市中京区三条通御幸町西入弁慶石町48 あ

りもとビル5階

医療法人 耳鼻咽喉科岡野医院 26_京都府 京都市中京区寺町二条上ル要法寺前町714

京樹会 四条烏丸耳鼻咽喉科 26_京都府
京都市中京区手洗水町652 烏丸ハイメディッ

クコート5階

池田内科御池クリニック 26_京都府 京都市中京区上白山町258-1

大田眼科医院 26_京都府
京都市中京区新椹木町竹屋町上る西革堂町

179-1

一財)京都地域医療学際研究所 がくさ

い病院
26_京都府 京都市中京区壬生東高田町1番9

シラス医院 26_京都府
京都市中京区壬生馬場町19-3 デトムワン二条

城南101号

岸本医院 26_京都府 京都市中京区壬生淵田町1-5

京都壬生苑診療所 26_京都府 京都市中京区壬生椰ノ宮町31

医療法人知音会 御池クリニック 26_京都府 京都市中京区西ノ京下合町11

京都民医連 太子道診療所 26_京都府 京都市中京区西ノ京小掘池町18-1

かみうち内科クリニック 26_京都府 京都市中京区西ノ京星池町222

生田医院 26_京都府 京都市中京区西ノ京西鹿垣町6-22

二条駅前 三浦内科クリニック 26_京都府
京都市中京区西ノ京池ノ内町20番110 京都メ

ディカル3F

ひろしまクリニック 26_京都府
京都市中京区西ノ京栂尾町1-1 JR二条駅NKビ

ル4F

やすはら整形外科 26_京都府 京都市中京区西ノ京内畑町25-15

田中整形外科・外科医院 26_京都府 京都市中京区西ノ京北円町39

一般財団法人 京都工場保健会 26_京都府 京都市中京区西ノ京北壺井町67番地
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医療法人 山本心臓血管クリニック 26_京都府 京都市中京区西魚屋町601 錦小路水野ビル3階

瑞枝会クリニック 26_京都府
京都市中京区西方寺町160-2 船越メディカル

ビルB号

友愛診療所 26_京都府
京都市中京区西堀川通三条上る姉西堀川町

511

なかい耳鼻咽喉科 26_京都府
京都市中京区東洞院通二条下る瓦之町391 シ

ンフォニア御池4F

たて内科クリニック 26_京都府
京都市中京区東洞院通二条上ル壺屋町524番

地 コンフォール御所南1F

福島クリニック 26_京都府
京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町531番

地  LUXESTAGE御所南1階

御所南はらしまクリニック 26_京都府 京都市中京区塀之内町630

山脇小児科 26_京都府 京都市中京区堀川通錦小路上ル西側

小児科 友吉医院 26_京都府 京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目224-2

友吉医院 26_京都府 京都市中京区柳馬場通竹屋町西南角

医療法人 家森クリニック 26_京都府
京都市中京区両替町押小路上る金吹町461 烏

丸御池メディカルモール 2F

今井内科胃腸科医院 26_京都府
京都市中京区両替町通丸太町下る西方寺町

161

六角田中医院 26_京都府
京都市中京区六角通東洞院東入る オフィス5

ビル3階

青木クリニック 26_京都府
京都市中京区六角通東入 ロイヤルプラザビル

1F

中野眼科医院 26_京都府 京都市中京区聚楽廻東町2番地

聚楽うしじまクリニック 26_京都府 京都市中京区聚楽廻南町41-2

玉垣内科医院 26_京都府
京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町511番

地

那須内科診療所 26_京都府 京都市東山区祇園町北側266 井澤ビル3階

林医院 26_京都府 京都市東山区古門前三吉町343

⾧村医院 26_京都府 京都市東山区今熊野池田町57-5

医療法人 原田病院 26_京都府
京都市東山区七条通大和大路西入 西之門町

546番地2

中村クリニック 26_京都府 京都市東山区松原通大和大路東入弓矢町48

東山三条よこい眼科クリニック 26_京都府 京都市東山区北木之元町523

京都第一赤十字病院 26_京都府 京都市東山区本町15-749

公益社団法人京都保健会 吉祥院病院 26_京都府 京都市南区吉祥院井ノ口町43

公益社団法人京都保健会 吉祥院こども

診療所
26_京都府 京都市南区吉祥院西浦町23
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十条武田リハビリテーション病院 26_京都府 京都市南区吉祥院八反田町32

医療法人くろやなぎ医院 26_京都府 京都市南区久世上久世町258

医療法人啓生会やすだ医院 26_京都府 京都市南区久世大薮町53番地

公益社団法人京都保健会 久世診療所 26_京都府 京都市南区久世殿城町33番地

京都市山ノ本診療所 26_京都府 京都市南区上鳥羽山ノ本町60

ひろせ眼科 26_京都府
京都市南区西九条鳥居口町1番地 イオンモー

ルKYOTO

堀井眼科クリニック 26_京都府 京都市南区西九条島町8

医療法人 耳鼻咽喉科 和多田医院 26_京都府 京都市南区西九条東比永城町66

関医院 内科・循環器科 26_京都府 京都市南区唐橋堂ノ前町16

医療法人しばじクリニック 26_京都府
京都市南区唐橋堂ノ前町23-1 洛南スクエアビ

ル2階

横山整形外科 26_京都府 京都市南区唐橋琵琶町5

島岡医院 26_京都府 京都市南区唐橋平垣町68

医療法人同仁会(社団)京都九条病院 26_京都府 京都市南区唐橋羅城門町10

同仁会クリニック 26_京都府
京都市南区唐橋羅城門町30 京都メディックス

ビル1F

医療法人社団京健会 松井クリニック 26_京都府
京都市南区東九条西岩本町10番地2 朝日ビル3

階

波柴内科医院 26_京都府 京都市南区東九条北烏丸町36-2

吉川眼科 26_京都府 京都市南区東寺東門前町23番地

医療法人社団 山下医院 26_京都府 京都市南区八条通大宮西入九条町399-28

医療法人社団 蘇生会 蘇生会総合病院 26_京都府 京都市伏見区下鳥羽広⾧町101番地

医療法人社団 高安医院 26_京都府 京都市伏見区久我東町214-17

おがわ医院 26_京都府 京都市伏見区京町4-165

社会医療法人 岡本病院(財団)伏見岡本

病院
26_京都府 京都市伏見区京町9丁目50番地

伏見診療所 26_京都府 京都市伏見区銀座3-318

耳鼻咽喉科 大城医院 26_京都府 京都市伏見区銀座町1-350-1

小泉医院 26_京都府 京都市伏見区銀座町1-360-1

医療法人 藤田産科・婦人科医院 26_京都府 京都市伏見区銀座町2-342

くわはらクリニック 26_京都府 京都市伏見区向島二ノ丸町151-43

小川医院 26_京都府 京都市伏見区向島二ノ丸町36

めかた医院 26_京都府 京都市伏見区向島二の丸町364-19

三栖診療所 26_京都府 京都市伏見区三栖向町757-1

栗原医院 26_京都府 京都市伏見区小栗栖森本町51

医療法人やまうちクリニック 26_京都府 京都市伏見区小栗栖南後藤町6‐2

松永医院 26_京都府 京都市伏見区新町10丁目364

清水医院 26_京都府 京都市伏見区新町6丁目475
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医療法人社団 弘田医院 26_京都府 京都市伏見区深草フチ町14-2

医療法人 大石内科クリニック 26_京都府
京都市伏見区深草枯木町38番地1 ラポール21-

102

中島医院 26_京都府 京都市伏見区深草山村町1003-1

おちあい医院 26_京都府 京都市伏見区深草柴田屋敷町23-95

飯田眼科医院 26_京都府 京都市伏見区深草十九軒町549-5

余みんたく整形外科 26_京都府
京都市伏見区深草出羽屋敷町23-6 カナート伏

見メディカルスクエア

おくだこどもクリニック 26_京都府 京都市伏見区深草新門丈町155番地1

医療法人 鴻山会 水田医院 26_京都府 京都市伏見区深草直違橋4丁目348

のまこころクリニック 26_京都府
京都市伏見区深草直違橋5丁目322-1 AKビル

3F

医療法人社団 黒田医院 26_京都府 京都市伏見区深草北新町661

浅本内科医院 26_京都府
京都市伏見区深草堀田町1番地 ハイムウィス

タリア1階

医)泉川医院 26_京都府 京都市伏見区醍醐槇ノ内町42-6

川原林整形外科 26_京都府 京都市伏見区竹田七瀬川町20

医療法人 五木田病院 介護医療院 26_京都府 京都市伏見区竹田流池町116

医療法人 至誠会 西村医院 26_京都府 京都市伏見区東町198

くすみ耳鼻咽喉科クリニック 26_京都府 京都市伏見区東浜南町670 カーサ東浜1F

古家医院 26_京都府 京都市伏見区桃山筑前台町33-1

医療法人三木医院 26_京都府 京都市伏見区桃山町山ノ下23番地5

葛山医院 26_京都府 京都市伏見区桃山町養斉19-12

河野医院 26_京都府 京都市伏見区菱屋町649

医療法人社団 東前医院 26_京都府 京都市伏見区表町589-2

山本耳鼻咽喉科医院 26_京都府 京都市伏見区墨染町721

つくだ医院 26_京都府 京都市伏見区淀下津町47

おおつか内科クリニック 26_京都府 京都市伏見区淀本町173-27

前田医院 26_京都府
京都市北区鞍馬口通り寺町東入る鞍馬口町

308-3

医療法人慧仁会 禹小児クリニック 26_京都府 京都市北区衣笠開キ町190-1

濱島医院 26_京都府 京都市北区衣笠天神森町16

加藤眼科医院 26_京都府 京都市北区紫竹上本町7

藤岡医院 26_京都府 京都市北区紫竹東大門町50

すみたこどもクリニック 26_京都府 京都市北区紫竹東桃ノ本町10 CALM北山1F

医療法人 髙松内科医院 26_京都府
京都市北区紫野下御輿町13-1 プレイル北大路

ビル1F

平田医院 26_京都府 京都市北区紫野下築山町55-1 メゾン紫野1F

竹中医院 26_京都府 京都市北区紫野上御所田町24
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医療法人 北村医院 26_京都府 京都市北区紫野上御所田町52

杉山医院 26_京都府 京都市北区紫野上築山町43-3

つるみ医院 26_京都府 京都市北区紫野上野町130-1 サンパレス紫野

やまもと耳鼻咽喉科クリニック 26_京都府 京都市北区紫野西御所田町30

医療法人葵会 紫野協立診療所 26_京都府 京都市北区紫野西野町60-5

井上医院 26_京都府 京都市北区紫野泉堂町96-3

竹之内耳鼻咽喉科 26_京都府 京都市北区紫野東野町1-1

医療法人臼井医院 26_京都府 京都市北区紫野南舟岡町78-15

医療法人 三幸会 からすましめいクリ

ニック
26_京都府 京都市北区小山下総町5番地1

西川クリニック 26_京都府 京都市北区小山初音町43

松原医院 26_京都府 京都市北区小山西元町26番地

医療法人 大友整形外科 26_京都府 京都市北区小山町220

田村外科 26_京都府 京都市北区上賀茂蝉ヶ垣内町46-2

隄医院 26_京都府 京都市北区上賀茂中大路町12-1

こなか医院 26_京都府 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町10

医療法人葵会 上賀茂診療所 26_京都府 京都市北区上賀茂藤ノ木町21

白波瀬医院 26_京都府 京都市北区西賀茂水垣町30-3

医療法人優樹会 浅野耳鼻咽喉科クリ

ニック
26_京都府 京都市北区大宮玄琢北町8番地26

にしがも透析クリニック 26_京都府 京都市北区大宮西山ノ前町3-1

ヒキタ内科クリニック 26_京都府 京都市北区大宮東小野堀町47

加藤内科胃腸科医院 26_京都府 京都市北区大将軍西町178

藤本医院 26_京都府 京都市北区大北山原谷乾町207-3

医) 坂本医院 26_京都府 京都市北区平野八丁柳町66-9

木原医院 26_京都府
京都市北区北野下白梅町73-3 白梅町MCビル

2F

聖ヨゼフ医療福祉センター 26_京都府 京都市北区北野東紅梅町6-1

医療法人 花安小児科医院 26_京都府 向日市鶏冠井町荒内91-22

ふじもと整形外科 26_京都府 向日市寺戸町山縄手22-11 サンピエール1F

ゆやまクリニック 26_京都府
向日市寺戸町七ノ坪100番地 ジオ阪急洛西口

ノースレジデンス1階

耳鼻咽喉科 ふるかわクリニック 26_京都府 向日市寺戸町殿⾧19

医療法人きくおかクリニック 26_京都府
向日市寺戸町殿⾧19-1 トライアングルビル1

階

水野眼科 26_京都府
向日市寺戸町八ノ坪122 洛西口クリニックビ

ル1F
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いしいクリニック 26_京都府
向日市寺戸町八ノ坪122 洛西口クリニックビ

ル2F

上原医院 26_京都府 向日市物集女町池ノ裏1-6

医療法人真生会 向日回生病院 26_京都府 向日市物集女町中海道92-12

医療法人社団 コクラ医院 26_京都府 城陽市久世下大谷18-111

ほりうち医院 26_京都府 城陽市市辺柿木原52-1

医療法人社団究元会 山野医院 26_京都府 城陽市寺田東ノ口47

堀士内科医院 26_京都府 城陽市富野乾垣内80

医療法人啓信会 京都きづ川病院 26_京都府 城陽市平川西六反26-1

きづ川クリニック 26_京都府 城陽市平川西六反44-1

幸音クリニック 26_京都府 相楽郡精華町下狛下新庄80-1

医療法人 平田内科医院 26_京都府 相楽郡精華町光台7-14-3

おく内科医院 26_京都府
相楽郡精華町桜が丘3-2-1 エスペローマ高の

原ウエスト1番館1F

山本整形外科 26_京都府 相楽郡精華町祝園西1-24-3

安藤小児科 26_京都府 ⾧岡京市こがねが丘9-47

アサワ医院 26_京都府 ⾧岡京市井ノ内下印田13-4

岡村医院 腎クリニック 26_京都府 ⾧岡京市井ノ内白海道8

井上耳鼻咽喉科医院 26_京都府 ⾧岡京市一文橋2-29-10

馬本医院 26_京都府 ⾧岡京市下海印寺横山43

森小児科医院 26_京都府 ⾧岡京市花山3丁目26番地

井上クリニック耳鼻咽喉科・アレル

ギー科
26_京都府 ⾧岡京市花山二丁目28-1

医療法人 在田皮膚科医院 26_京都府 ⾧岡京市開田2丁目1-21

鈴木医院 26_京都府 ⾧岡京市開田2丁目3-10

小児科・アレルギー科 北條クリニック 26_京都府 ⾧岡京市開田4丁目5-10

片岡診療所 26_京都府 ⾧岡京市今里西ノ口18

岡村医院 腎・泌尿器科クリニック 26_京都府 ⾧岡京市今里畔町24-8

神部整形外科 26_京都府 ⾧岡京市神足3丁目4-8

小原 内科・消化器科 診療所 26_京都府 ⾧岡京市滝ノ町1-15-10

近藤産婦人科医院 26_京都府 ⾧岡京市⾧岡2丁目2-32

くぼた医院 26_京都府 ⾧岡京市馬場見場走り25-3

医療法人 菅田医院 26_京都府 ⾧岡京市八条が丘1丁目8番地2

田本内科 26_京都府 ⾧岡京市友岡12-12

村西医院 26_京都府 ⾧岡京市友岡4-125-2

鈴木外科医院 26_京都府 ⾧岡京市友岡4-19-11

富井眼科診療所⾧岡分院 26_京都府 ⾧岡京市友岡4丁目21-13

医療法人社団 檜垣医院 26_京都府 ⾧岡京市友岡西山14-7
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有田医院 26_京都府 綴喜郡宇治田原町緑苑坂3番地の7

医療法人 仁丹医院 26_京都府 南丹市園部町河原町4-13

医療法人社団 菫会 園部病院 26_京都府 南丹市園部町美園町5号8番地7

シミズふないの里 26_京都府 南丹市八木町西田山崎16

きむら診療所 26_京都府 南丹市八木町西田北條30-2

医療法人 山下医院 26_京都府 八幡市橋本向山2-3

たまがきあやこキッズクリニック 26_京都府 八幡市欽明台中央1-5

社会医療法人 美杉会 みのやま病院 26_京都府 八幡市欽明台北4-2

医療法人 もりおか耳鼻咽喉科医院 26_京都府 八幡市男山金振1-32 RBビル101

市岡整形外科クリニック 26_京都府 八幡市男山泉1-2

あさか内科医院 26_京都府 八幡市男山泉14-8-101

大塚産婦人科医院 26_京都府 八幡市男山⾧沢18-9

医療法人 みよし内科消化器科 26_京都府 八幡市八幡柿ヶ谷11-2

下野眼科医院 26_京都府 八幡市八幡旦所8-1

下野医院 26_京都府 八幡市八幡平谷27

浮島岸本診療所 26_京都府 舞鶴市溝尻57

医療法人 社団 青葉診療所 26_京都府 舞鶴市行永東町26-6

井上耳鼻いんこう科 26_京都府 舞鶴市字伊佐津319

まいづる協立診療所 26_京都府 舞鶴市字上安小字水力199-30

国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病

院
26_京都府 舞鶴市字浜1035番地

大西医院 26_京都府 舞鶴市字浜181

あらが湾岸クリニック 26_京都府 舞鶴市字浜2001-4

西村内科 26_京都府 舞鶴市字浜782

医療法人 正秋会 石川眼科医院 26_京都府 舞鶴市字浜998

渡辺医院 26_京都府 舞鶴市森町22-1

医療法人社団 ながうちこころのクリ

ニック
26_京都府 舞鶴市倉谷1530

堀澤医院 26_京都府 舞鶴市浜1143

肥後内科医院 26_京都府 舞鶴市浜813

医療法人 なかむら整形外科クリニック 26_京都府 福知山市駅南町1丁目284番地

医療法人 福知会 クリニック「まほ

ら」
26_京都府 福知山市駅南町2丁目188番地

医療法人 福知会 もみじヶ丘病院 26_京都府 福知山市荒木3374番地

医療法人 松山内科循環器科医院 26_京都府 福知山市字内記41番地の6

大西内科医院 26_京都府 福知山市字堀1306-2

ゴトウ耳鼻咽喉科医院 26_京都府 福知山市昭和新町210-6

川口診療所 26_京都府 福知山市野花868
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吉村医院 26_京都府 木津川市加茂町駅東二丁目6番地12

山口医院 26_京都府 木津川市加茂町里南古田134

つなもと医院 26_京都府 木津川市兜台3-3-1

医療法人社団 柳沢診療所 26_京都府 木津川市山城町上狛東作り道5番地1

つじのうえクリニック 26_京都府 木津川市州見台七丁目1番地14

くろだクリニック 26_京都府 木津川市城山台7-43-3

小川医院 26_京都府 木津川市南加茂台9-17-2

たけもとクリニック 26_京都府
木津川市梅美台1-1-1 フォレストモール木津

川

豊田耳鼻咽喉科医院 26_京都府 木津川市木津駅前1丁目23番地

京都山城総合医療センター 26_京都府 木津川市木津駅前1丁目27番地

医療法人 社団 いさじ医院 26_京都府 木津川市木津西小林10-1

医療法人晃和会 いとうクリニック 26_京都府 木津川市木津池田34-6

伊根町国民健康保険 伊根診療所 26_京都府 与謝郡伊根町日出646

岩破医院 26_京都府 与謝郡与謝野町算所112

泉佐野優人会病院 27_大阪府 泉佐野市湊4丁目5番17号

医療法人領愛会 大嶋クリニック 27_大阪府 茨木市双葉町8-19 景星ビル2-5階

さの赤ちゃんこどもクリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区清水谷町5-22 H・A BLDG 3

階

辻外科リハビリテーション病院 27_大阪府 大阪市天王寺区生玉前町3番24号

医療法人 葛本医院 27_大阪府 大阪市東住吉区北田辺4-11-21

医療法人 玉造こどもクリニック 27_大阪府 大阪市東成区中道3丁目16-15

医療法人 医誠会 医誠会病院 27_大阪府 大阪市東淀川区菅原6-2-25

医療法人 栗原医院 27_大阪府 大阪市平野区平野上町1-17-22

野田診療所 27_大阪府 大阪市福島区野田3-13-44

小林皮フ科クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区三国本町3-37-35-3F

楠山クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区木川東2-4-10

仲原クリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区西田辺町2-3-21 ルクレール

鶴ヶ丘

医療法人 前田診療所 27_大阪府 大阪市港区波除2-6-2

あびこ内科外科大橋クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区苅田7-6-28-103

たかやま整形外科 27_大阪府 大阪市生野区小路2-26-2-1F

(医)吉治会 斉藤医院 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋3-18-25

梅本耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市都島区善源寺町1-5-54-3F

医療法人 友絆 平野けいじんクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市平野区⾧吉⾧原東3丁目2番20号

坂本クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区旭町1-1-10 竹澤ビル5F

竹野クリニック 27_大阪府 門真市柳田町27-1

いむた内科 27_大阪府 堺市中区深井中町759-1 JOマンション1F
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よしかわ健やかクリニック 27_大阪府 堺市西区浜寺元町1-120-1

医療法人 真嶋医院 27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1-15-595-017

医療法人 川部医院 27_大阪府 高槻市弥生が丘町27-26

小竹内科医院 27_大阪府 豊中市新千里南町2-11-2

医療法人 全心会 寝屋川ひかり病院 27_大阪府 寝屋川市石津元町12-20

なかはら内科医院 27_大阪府 寝屋川市池田東町9-3 ドムール池田1階

小泉内科小児科医院 27_大阪府 東大阪市西鴻池町2丁目2番1号

東大阪生協病院 27_大阪府 東大阪市⾧瀬町1-7-7

渚たなのファミリークリニック 27_大阪府
枚方市渚南町24-31 なぎさクリニックモール2

階

三上こどもクリニック 27_大阪府 枚方市東香里元町10-48

医療法人 久保医院 27_大阪府 八尾市太田5丁目182-3

岩崎正洋クリニック 27_大阪府 茨木市鮎川3丁目9-31

うめだクリニック 27_大阪府 茨木市永代町4-206

医療法人 国里整形外科 27_大阪府 茨木市永代町8番8号

大河内医院 27_大阪府 茨木市駅前3丁目1-3 東伸ビル2F

かめい眼科 27_大阪府 茨木市下中条町1-4 1階

増田内科医院 27_大阪府 茨木市下中条町3-4

医療法人 紫博会 なかむかいクリニッ

ク りあん あんとれ
27_大阪府 茨木市下中条町4-5 ラフレール2階

医療法人 一明会 細見医院 27_大阪府 茨木市下中条町7-10

しばさき小児科 27_大阪府 茨木市下穂積1-3-101

医療法人 船戸医院 27_大阪府 茨木市下穂積2丁目9番17号

医療法人 恒昭会 藍野花園病院 27_大阪府 茨木市花園2丁目6番1号

医療法人 はら小児科クリニック 27_大阪府 茨木市学園南町14-20

耳鼻咽喉科岡部医院 27_大阪府 茨木市橋の内2-8-12

医療法人 はんだクリニック 27_大阪府
茨木市玉櫛1丁目15番8号 メゾン・プルミエー

ル 1階

秋岡・西代医院 27_大阪府 茨木市玉櫛2丁目32-10

耳鼻咽喉科 大森医院 27_大阪府 茨木市玉櫛2丁目32-13

医療法人 聖クリニック 27_大阪府 茨木市郡5丁目18-5

すぎた子どもクリニック 27_大阪府 茨木市見付山1丁目1-40-8

いのうえ整形外科 27_大阪府 茨木市見付山2-1-3

大阪府済生会 茨木病院 27_大阪府 茨木市見付山2-1-45

大阪府済生会 茨木病院小児科 27_大阪府 茨木市見付山2-1-45

いのうえ整形外科 27_大阪府 茨木市見付山2丁目1番3号

内海眼科医院 27_大阪府 茨木市元町2-13

医療法人恒昭会 藍野病院 27_大阪府 茨木市高田町11-18

医療法人光惠会 恵愛クリニック 27_大阪府 茨木市彩都あさぎ1-2-1
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医療法人友紘会 彩都友紘会病院 27_大阪府 茨木市彩都あさぎ7-2-18

わかば眼科クリニック 27_大阪府 茨木市三島丘2丁目5番23号

須永内科小児科医院 27_大阪府 茨木市耳原3丁目2-16

みともり子どもクリニック 27_大阪府 茨木市舟木町2-7 オフィスルブラン101

マキレディースクリニック 27_大阪府 茨木市春日1-4-10 グラン⾧久2F

医療法人 仁和会 吉原眼科医院 27_大阪府 茨木市春日1-4-12

ふじもとクリニック 27_大阪府 茨木市春日2-2-9 やまだいビル2階

中尾内科クリニック 27_大阪府 茨木市春日4-10-4 リヴェール春日1F

西部クリニック 27_大阪府 茨木市春日一丁目1番3号

よねだレディースクリニック 27_大阪府 茨木市上郡2丁目13-14 ゴウダC&Eビル2階

萩野医院 27_大阪府 茨木市新郡山2-2-30

しおみ整形外科・痛み・関節クリニッ

ク
27_大阪府 茨木市新中条1番30号 ビエラ茨木新中条2階

よしだ内科 27_大阪府 茨木市新中条町12-24

篠永医院 27_大阪府 茨木市真砂1-2-36

茂松整形外科 27_大阪府 茨木市真砂3-12-19

牧クリニック 27_大阪府 茨木市水尾1-17-1

医療法人 永井眼科 27_大阪府 茨木市水尾3-8-5

とみたクリニック 27_大阪府 茨木市星見町20-1

山本内科医院 27_大阪府 茨木市西駅前町10-110

医療法人 湯川クリニック 27_大阪府 茨木市西駅前町5-34

泉内科医院 27_大阪府 茨木市西中条町11-16

うめだ整形外科 27_大阪府
茨木市双葉町6-2 フォルテ・ディ・コン

フォート2階

いまい内科ハートクリニック 27_大阪府 茨木市双葉町9-20 コスモアネックス2F

岩井医院 27_大阪府 茨木市総持寺駅前町10-11

医療法人栄清会 すぎもとクリニック 27_大阪府 茨木市総持寺駅前町1-32

健彰会クリニック整形外科リウマチ科 27_大阪府
茨木市総持寺台1-11 ホクセツメディカルモー

ル1階

橋本こどもクリニック 27_大阪府 茨木市太田3-21-17

永井医院 27_大阪府 茨木市大手町10-19

おおみや形成外科クリニック 27_大阪府
茨木市大手町10-2 アルカサールセリジェ大手

町1階

いしが城谷クリニック 27_大阪府 茨木市大手町12-3

北摂クリニック 27_大阪府 茨木市大池1-10-37

高島整形外科 27_大阪府 茨木市沢良宜西 1-13-22

岡田眼科医院 27_大阪府 茨木市沢良宜西1-4-12 パロス沢良宜1F

はせがわ耳鼻咽喉科 27_大阪府
茨木市沢良宜西1丁目1番13号 タウンハイツ南

茨木5号館2階
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いのうえ内科 27_大阪府 茨木市竹橋町4-10

医療法人 駿仁会 ベッチャククリニッ

ク
27_大阪府 茨木市中総持寺町12-2

耳鼻咽喉科 宇野医院 27_大阪府 茨木市中穂積1-2-51

はしづめ内科 27_大阪府 茨木市天王2-6-7 エルディ南茨木

医療法人 やまぐち整形外科・リウマチ

クリニック
27_大阪府 茨木市天王2丁目6-7 エルディ南茨木4階

岩松クリニック 27_大阪府
茨木市東太田1-1-109 ローレルハイツ茨木総

持寺1階

ゆうき耳鼻咽喉科 27_大阪府 茨木市東中条町1-5

のせ整形外科クリニック 27_大阪府 茨木市東中条町8-35

医療法人 恵仁会 田中病院 27_大阪府 茨木市東奈良3-16-31

医療法人 医誠会 茨木医誠会病院 27_大阪府 茨木市畑田町11-25

大谷クリニック 27_大阪府 茨木市別院町1-33

かしの木こころのクリニック 27_大阪府 茨木市別院町4-15 別院町・掛谷第6ビル 5F

吉川医院 27_大阪府 茨木市別院町5-3-101

医療法人 優心会 きのうクリニック 27_大阪府 羽曳野市はびきの2-1-19

医療法人 白洋会 貴志クリニック 27_大阪府 羽曳野市はびきの4-14-13

(医)しもと医院 27_大阪府 羽曳野市はびきの5-14-3

しみずこどもの丘クリニック・しみず

矯正歯科
27_大阪府 羽曳野市羽曳が丘4-2-4

医療法人 ラザロ会 江口クリニック 27_大阪府 羽曳野市栄町4-10 パレフラックス1F

ひきまクリニック 27_大阪府 羽曳野市栄町4-10 パレ・フラックス2F

医療法人はぁとふる 運動器ケア しま

だ病院
27_大阪府 羽曳野市樫山100-1

たてやまクリニック 27_大阪府 羽曳野市樫山265

医療法人 厚和会 ぶどうの家診療所 27_大阪府 羽曳野市駒ヶ谷404番地

医療法人 和成会 調子医院 27_大阪府 羽曳野市恵我之荘2-5-17

医療法人 昌円会 高村病院 27_大阪府 羽曳野市恵我之荘3丁目1-3

ふるやまクリニック 27_大阪府 羽曳野市高鷲9-1-1

きのした整形外科 27_大阪府 羽曳野市西浦3-5-10

森クリニック 27_大阪府 羽曳野市島泉1-21-6 グランコートにっせん

医)ますだ整形外科クリニック 27_大阪府 羽曳野市白鳥2-16-29 H&Kビル1F

祐青診療所 27_大阪府 羽曳野市白鳥2丁目3番10号

丹比荘病院 27_大阪府 羽曳野市野164-1

医療法人 医仁会 藤本病院 27_大阪府 羽曳野市誉田3-15-27

土屋医院 27_大阪府 羽曳野市誉田3丁目12番10号

すなみクリニック 27_大阪府
河内⾧野市喜多町193-1 喜多町メディカル

モール
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よこうちクリニック 27_大阪府 河内⾧野市菊水町2-33

医療法人 川崎眼科 27_大阪府 河内⾧野市三日市町1118-1 日野谷ビル 2F

医療法人 よしかわ眼科クリニック 27_大阪府 河内⾧野市三日市町241-1

矢ヶ崎小児科アレルギー科 27_大阪府 河内⾧野市三日市町56-16

医療法人 かわにしクリニック 27_大阪府 河内⾧野市汐ノ宮町4-10

医療法人 三軒医院 27_大阪府 河内⾧野市寿町3-46

寿里苑診療所 27_大阪府 河内⾧野市小山田町448-2

みやざき整形外科 27_大阪府 河内⾧野市松ヶ丘東町1805-1

よしふじ内科 27_大阪府 河内⾧野市上原西町24-1

とやま医院 27_大阪府 河内⾧野市清見台1-8-22

橋本眼科医院 27_大阪府 河内⾧野市西代町1-21

医療法人 敬任会 岡記念病院 27_大阪府 河内⾧野市西之山町11番18号

医療法人 なみかわクリニック 27_大阪府 河内⾧野市西之山町1-22

医療法人 勝部クリニック 27_大阪府 河内⾧野市西之山町2-29

医療法人 山本医院 27_大阪府 河内⾧野市千代田南町6-8

医療法人 松尾クリニック 27_大阪府 河内⾧野市南花台1-17-9

医療法人 池田内科医院 27_大阪府 河内⾧野市南花台3丁目6-50

医療法人 幸生会 中林医院 27_大阪府 河内⾧野市南花台8丁目5番5号

溝口医院 27_大阪府 河内⾧野市楠町西5583

ナカノレディスクリニック 27_大阪府 河内⾧野市北貴望ヶ丘3-20

福岡内科クリニック 27_大阪府 河内⾧野市北青葉台43-40

大橋眼科 27_大阪府 河内⾧野市木戸西町2-1-26 小澤ビル1階

楠本医院 27_大阪府 河内⾧野市木戸西町3-1-1

石倉医院 27_大阪府 河内⾧野市緑ヶ丘中町8-6

浦川整形外科 27_大阪府 貝塚市加神1-7-10

医療法人 尚生会 貝塚西出クリニック 27_大阪府 貝塚市海塚2315-3

なかたクリニック 27_大阪府 貝塚市近木町20-24

医療法人 河﨑会 水間病院 27_大阪府 貝塚市水間51番地

ゆかわクリニック 27_大阪府 貝塚市水間523-1

竹内小児科内科医院 27_大阪府 貝塚市清児665-3 サンシティ貝塚

医療法人 清名台外科 27_大阪府 貝塚市清児820-17

医療法人 あかね・レディースクリニッ

ク
27_大阪府 貝塚市石才552

良田医院 27_大阪府 貝塚市半田3-4-1

西上整形外科 27_大阪府 貝塚市麻生中1034

医療法人 久生会 くめがわ医院 27_大阪府 岸和田市磯上町3丁目13番5号

医療法人 忠正会 うえのクリニック 27_大阪府 岸和田市稲葉町265-1

やまつじ医院 27_大阪府 岸和田市下松町4-13-8

医療法人 杉原医院 27_大阪府 岸和田市加守町3丁目6番12号
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医療法人 畑田医院 27_大阪府 岸和田市額原町1051番地

森田クリニック 27_大阪府 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル1F

医療法人健翔会 岸和田クリニック 27_大阪府 岸和田市作才町1098

医療法人晋救館 和田病院 27_大阪府 岸和田市三田町944-1

東森医院 27_大阪府 岸和田市春木若松町7-30

一般財団法人 岸和田農友協会 岸和田

平成病院
27_大阪府 岸和田市春木若松町3-33

医療法人 春山会 中山耳鼻咽喉科・気

管食道科
27_大阪府 岸和田市春木若松町5-7

医療法人 阪南会 天の川病院 27_大阪府 岸和田市春木大国町8-4

久米田外科整形外科病院 27_大阪府 岸和田市小松里町928-1

医療法人 昌生会 横田耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 岸和田市小松里町985-3

林眼科医院 27_大阪府 岸和田市沼町18-1 川⾧ビル1F-2号室

大上内科小児科 27_大阪府 岸和田市沼町18-11

医療法人 めぐみクリニック 27_大阪府 岸和田市上松町1-9-1

はやべ眼科 27_大阪府 岸和田市上野町東11-1

医療法人 にしだJクリニック 27_大阪府 岸和田市西之内町39-44

りゅうクリニック 27_大阪府 岸和田市大町370

しのはら整形外科クリニック 27_大阪府 岸和田市土生町2-20-13

医療法人 旭医道会 ひとねクリニック 27_大阪府
岸和田市土生町4丁目3番1号 リハーブ東岸和

田B1棟2F 205

医療法人 宝山会 小南記念病院 27_大阪府 岸和田市土生町5-11-16

塩田医院 27_大阪府 岸和田市土生町5-1-34 プリマード東岸和田1F

医療法人 前田内科クリニック 27_大阪府 岸和田市土生町8丁目14-27

医療法人 ひかり眼科 27_大阪府
岸和田市土生町五丁目1番34号 プリマード東

岸和田105号

医療法人 悠由会 てい整形外科クリ

ニック
27_大阪府 岸和田市藤井町2-25-3

うしだクリニック 27_大阪府 岸和田市南町20-20

医療法人あいばクリニック岸和田あい

ばクリニック
27_大阪府 岸和田市並松町22-40

医療法人悠和会 浜中医院 27_大阪府 岸和田市野田町1丁目7-21

高石皮フ科 27_大阪府 交野市郡津5丁目17-10

きただ整形外科リウマチクリニック 27_大阪府 交野市私部3-9-17

宝田クリニック 27_大阪府 交野市私部8-3-5 東明ビル1F

腎泌尿器科あしだクリニック 27_大阪府
交野市私部西1-33-20 じゃんぼスクエア交野

1F

すぎもと皮フ科 27_大阪府 交野市私部西2-6-1-201
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社会医療法人 信愛会 交野病院 27_大阪府 交野市松塚39番1号

いかい耳鼻咽喉科 27_大阪府 交野市森北1-22-6 磐船合同ビル6階

清田医院 27_大阪府 交野市星田西3-12-1

寺嶋塚田こどもクリニック 27_大阪府 交野市天野が原町5-14-2

西本内科医院 27_大阪府 交野市藤が尾3-16-2

医療法人 和敬会 星田南病院 27_大阪府 交野市藤が尾3丁目5番1号

医療法人 みのり会 藤の街クリニック 27_大阪府 交野市藤が尾4丁目3-15

医療法人 はと産婦人科 27_大阪府 交野市藤が尾4丁目3-16

医)中重会 広瀬クリニック 27_大阪府 高石市綾園1-11-13

博友会井上医院 27_大阪府 高石市綾園1丁目7番3号

えじま整形外科クリニック 27_大阪府 高石市綾園7-5-69 アール・ユービル1F

医)池上耳鼻咽喉科 27_大阪府 高石市羽衣1-10-18

医療法人 育佑会 石田医院 27_大阪府 高石市羽衣1丁目10-11

とどう整形外科クリニック 27_大阪府 高石市羽衣5-12-43

医療法人 吉村医院 27_大阪府 高石市高師浜3-18-23

耳鼻咽喉科竹本クリニック 27_大阪府 高石市取石2-2-8

沢田レディースクリニック 27_大阪府 高石市千代田1-26-19

やだクリニック 27_大阪府 高石市千代田1丁目11-1

石井医院 27_大阪府 高石市東羽衣2-2-10

杉山耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 高石市東羽衣2-6-30

浜寺病院 27_大阪府 高石市東羽衣7-10-39

医療法人いいじまクリニック 27_大阪府 高槻市安岡寺町5-1-5

医療法人清澄会 中田眼科 27_大阪府 高槻市栄町4-15-6

大杉内科 27_大阪府 高槻市永楽町7-15

いさか脳神経クリニック 27_大阪府 高槻市芥川町1-10-3 荘田ビル2F

白石クリニック 27_大阪府 高槻市芥川町1-13-14

社会医療法人愛仁会 しんあい病院 27_大阪府 高槻市芥川町2-3-5

おおしま眼科宮田町クリニック 27_大阪府 高槻市宮田町1-29-18 たかつき宮田町ビル3F

角辻医院 27_大阪府 高槻市宮田町2丁目16番14号

医療法人島津会 宮田診療所 27_大阪府 高槻市宮田町2丁目5-28

医療法人恭健会 ちばクリニック 27_大阪府 高槻市宮野町21-17

医療法人東和会 第一東和会病院 27_大阪府 高槻市宮野町2-17

入野内科 27_大阪府 高槻市玉川4-2-1

医療法人仁寿会 郡家クリニック 27_大阪府 高槻市郡家本町6番5号

介護老人保健施設 ケーアイ 27_大阪府 高槻市原112

あおまつ小児科クリニック 27_大阪府 高槻市古曽部町2-13-4 MRビル3F

市岡医院 27_大阪府 高槻市古曽部町2-24-28

土居整形外科 27_大阪府 高槻市高槻町15-8 ダイエツビル3F
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西医院 27_大阪府 高槻市高槻町7-22

澤木内科・糖尿病クリニック 27_大阪府
高槻市紺屋町1-1-501A グリーンプラザたかつ

き1号館5階

たむらクリニック 27_大阪府 高槻市桜ケ丘南町23-5

おかざき内科クリニック 27_大阪府 高槻市芝生町1-1-12

おかざき眼科 27_大阪府 高槻市芝谷町35-19

伊藤診療所 27_大阪府 高槻市寿町2丁目23番23号

医療法人 川口内科 27_大阪府 高槻市寿町3丁目38-21

いまなか耳鼻咽喉科 27_大阪府 高槻市春日町1-26

楢原産婦人科 27_大阪府 高槻市春日町1-27

武田消化器内科 27_大阪府 高槻市春日町16-16

藤村診療所 27_大阪府 高槻市春日町2-37

医療法人美喜有会 みきゆうホームクリ

ニック
27_大阪府 高槻市庄所町2-9

吉栖外科整形外科 27_大阪府 高槻市松原町17-18

医療法人 祥佑会 藤田胃腸科病院 27_大阪府 高槻市松原町17-36

しもでら小児科クリニック 27_大阪府 高槻市上土室3丁目2-11

内科・循環器内科 たにがわクリニック 27_大阪府 高槻市上土室4丁目5-16 1階

耳鼻咽喉科 うの医院 27_大阪府 高槻市上土室5-21-2 松本ビル3F

医療法人 まつしたクリニック 27_大阪府 高槻市城西町5-17 第8富士ビル103

森内科 27_大阪府 高槻市城南町2-31-26

森田内科・胃腸内科 27_大阪府 高槻市城南町2丁目3-1

横山医院 27_大阪府 高槻市城北町1-4-33

堤レディースクリニック 27_大阪府 高槻市城北町2-4-5 Hisako.BLD2F

みやけ小児科 27_大阪府
高槻市真上町2丁目1-31 メゾンレヴェーユ

1F2F

内科・循環器内科 中山クリニック 27_大阪府
高槻市真上町2丁目6-11 まかみクリニック

モール

やすだクリニック 27_大阪府 高槻市神内2-25-3

医療法人青野内科クリニック 27_大阪府 高槻市神内2-28-13 東ア第一ビル2階

さいとう内科クリニック 27_大阪府 高槻市西冠1-12-8 たかつき西冠ビル1階

おおしま眼科クリニック 27_大阪府 高槻市西冠1-12-8 たかつき西冠ビル2階

しらかわ・いもとクリニック 27_大阪府 高槻市西冠3-12-17

ひとら内科クリニック 27_大阪府 高槻市西冠3ー29-7 関西スーパー西冠店1階

しらかわクリニック 27_大阪府 高槻市西冠3丁目12番17号

りょうクリニック 27_大阪府 高槻市川添2-2-21

もりた内科・胃腸内科 27_大阪府 高槻市川添2丁目15-8

櫟原医院 27_大阪府 高槻市川添2丁目15番23号
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医療法人下谷内科 27_大阪府 高槻市川添2丁目23-7

大阪医科大学脳神経外科 27_大阪府 高槻市大学町2-7

大阪医科大学病院 27_大阪府 高槻市大学町2番7号

医療法人美喜和会 美喜和会オレンジホ

スピタル
27_大阪府 高槻市大字奈佐原10番10

もりクリニック 27_大阪府 高槻市大手町3-60-101

とりい内科クリニック 27_大阪府 高槻市大蔵司二丁目53番1号

医療法人 東和会 第二東和会病院 27_大阪府 高槻市大塚町5丁目20番3号

医療法人 合仁堂 ごうだ内科 27_大阪府 高槻市大畑町8-1 ハヤマ摂津富田駅前ビル1階

医療法人 元慶会  福森医院 27_大阪府 高槻市竹の内町10-9

川口医院 27_大阪府 高槻市津之江町1-50-1

高橋眼科クリニック 27_大阪府 高槻市塚原4-9-2

東山産婦人科小児科 27_大阪府 高槻市辻子3-10-3

おおくま医院 27_大阪府 高槻市天神町2-6-20

髙橋医院 27_大阪府 高槻市藤の里町24-29

みどりヶ丘介護老人保健施設 27_大阪府 高槻市奈佐原4丁目7-1

渡辺婦人科 27_大阪府 高槻市南松原町2-1

医療法人 愛基会 黒川医院 27_大阪府 高槻市日吉台一番町16-1

まの・すぎのここどもクリニック 27_大阪府 高槻市氷室町1丁目25-1

医療法人桜寿会 整形外科リハビリテー

ション科 たかだクリニック
27_大阪府 高槻市富田丘町2-2 ステーシア高槻1F

門田内科心療内科クリニック 27_大阪府 高槻市富田丘町3-12 佐竹ビル2F

門田内科クリニック 27_大阪府 高槻市富田丘町3-12 佐竹ビル2F

おおにしクリニック 27_大阪府 高槻市富田町1-18-14

難波クリニック 27_大阪府 高槻市富田町1丁目31-10

小西けんじ皮フ科クリニック 27_大阪府 高槻市富田町5-24-15

いなもとこどもクリニック 27_大阪府 高槻市富田町6-20-16

医療法人 初音会 さとうクリニック 27_大阪府 高槻市別所新町2-15

門前医院 27_大阪府 高槻市別所新町2-20

医療法人 仁寿会 駅前さとるブレスト

クリニック
27_大阪府 高槻市北園町14-13 森本ビル2・3階

末光・稲毛クリニック 27_大阪府 高槻市柳川町1-17-10

(医)葛原耳鼻咽喉科 27_大阪府 阪南市下出105-1

前川クリニック 27_大阪府 阪南市尾崎町93-9 九⿁ビル

井上眼科クリニック 27_大阪府 堺市堺区一条通15-4

森﨑耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市堺区栄橋町2-2-23

医療法人 サヂカム会 三国丘病院 27_大阪府 堺市堺区榎元町1-5-1

森口クリニック 27_大阪府 堺市堺区榎元町6-5-12
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医療法人 大尚会 大川内科医院 27_大阪府 堺市堺区京町通3-25

田端医院 27_大阪府 堺市堺区熊野町西3-2-13 堺駅前ビル2F

松浦クリニック 27_大阪府 堺市堺区熊野町西3丁2番3号

山田医院 27_大阪府 堺市堺区御陵通1-8

内科南谷クリニック 27_大阪府
堺市堺区向陵西町4-11-15 三国ヶ丘駅前ビル2

階

清恵会 向陵クリニック 27_大阪府 堺市堺区向陵中町六丁4番10号

医療法人米壽会 米本眼科 27_大阪府 堺市堺区香ヶ丘町1-3-5

医療法人 泉谷診療所 27_大阪府 堺市堺区香ヶ丘町1-3-9

社会医療法人 同仁会 みみはら高砂ク

リニック
27_大阪府 堺市堺区高砂町4丁109-2

公益財団法人 浅香山病院 27_大阪府 堺市堺区今池町3-3-16

富田内科医院 27_大阪府 堺市堺区材木町西3丁1-28

池田産婦人科 27_大阪府 堺市堺区材木町東3丁1-20

中川眼科クリニック 27_大阪府 堺市堺区三国ヶ丘御幸通10 三幸ビル4F

でぐち腎泌尿器クリニック 27_大阪府
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 南海堺東駅クリ

ニックセンター

児玉泌尿器科 27_大阪府 堺市堺区三国ヶ丘御幸通8 三国ケ丘ビル4階

医療法人宝里会 ほり眼科 27_大阪府 堺市堺区市之町西3丁2-14 和合ビル3F

池上医院 27_大阪府 堺市堺区住吉橋町1丁5番3号

社会医療法人 生⾧会 ベルクリニック 27_大阪府 堺市堺区戎島町4-45-1

大阪みなみ医療福祉生活協同組合 堺北

診療所
27_大阪府 堺市堺区宿屋町東2丁1-5

北庄司眼科医院 27_大阪府 堺市堺区春日通2丁7-1

斎藤医院 27_大阪府 堺市堺区少林寺町西2-2-20

(医) いづみ医院 27_大阪府 堺市堺区昭和通4丁65

清恵会三宝病院 27_大阪府 堺市堺区松屋町一丁4番地の1

田辺医院 27_大阪府 堺市堺区新在家町東1-2-8

医療法人甲潤会 八木クリニック 27_大阪府 堺市堺区神明町西1丁1-17

片岡医院 27_大阪府 堺市堺区西永山園4-3

つげ内科医院 27_大阪府 堺市堺区石津町1-15-1

国枝医院 27_大阪府 堺市堺区大浜北町2-5-7

かげやま医院 27_大阪府 堺市堺区大浜北町2丁3-7

熊野クリニック 27_大阪府 堺市堺区大浜北町3丁12-7

大住医院 27_大阪府 堺市堺区中安井町2-1-1

医療法人 磯野耳鼻咽喉科診療所 27_大阪府 堺市堺区中三国ヶ丘町1-1-2

貴田医院 27_大阪府 堺市堺区中三国ヶ丘町4-5-4

いしだクリニック 27_大阪府 堺市堺区中之町西3-1-15

堺たかむら眼科 27_大阪府 堺市堺区鉄砲町1 イオンモール堺鉄砲町1F
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かねしろクリニック 27_大阪府 堺市堺区東雲西町1-1-11

医療法人 慈友会 堺山口病院 27_大阪府 堺市堺区東湊町6-383

清恵会病院 27_大阪府 堺市堺区南安井町1-1-1

村上医院 27_大阪府 堺市堺区南三国ヶ丘町1-2-25

松本内科クリニック 27_大阪府 堺市堺区南清水町2-4-5

医療法人 春陽会 藤田内科 27_大阪府 堺市堺区北庄町2-1-10

おので整形外科 27_大阪府 堺市堺区竜神橋町2-1-5

たちばな内科クリニック 27_大阪府 堺市堺区緑ヶ丘南町3-2-18 山本ビル1F

医療法人 大尚会 大川消化器内科 27_大阪府 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁2-25

医療法人 四つ葉会 ひじい耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市西区上野芝向ヶ丘町2-8-2

なかいホームケアクリニック 27_大阪府 堺市西区上野芝向ヶ丘町6-1-34

医療法人 真友会 きたがわ医院 27_大阪府 堺市西区上野芝向ヶ丘町6-16-53

医療法人 いぶき会 さかぐちクリニッ

ク
27_大阪府 堺市西区上野芝町 2-7-3 西友楽市上野芝 2階

医療法人 坂下眼科 27_大阪府 堺市西区津久野町1丁4-3

医療法人 悦康会 たなかクリニック 27_大阪府 堺市西区津久野町2丁6番1号

医療法人 岡原クリニック 27_大阪府 堺市西区津久野町3-27-50

さだ眼科 27_大阪府 堺市西区菱木1-2229-2

ベルピアノ病院 27_大阪府 堺市西区菱木1-2343-11

楠本小児科 27_大阪府 堺市西区菱木4-1094-2

医療法人 博真会 横田クリニック 27_大阪府 堺市西区浜寺元町1-11

松井医院 27_大阪府 堺市西区浜寺元町5-514

医療法人 オサダ整形外科クリニック 27_大阪府 堺市西区浜寺諏訪森町1-112

医療法人 北野会 北野耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 堺市西区浜寺諏訪森町西2-80-1

医療法人 加藤内科 27_大阪府 堺市西区浜寺諏訪森町西2丁90-1

唄医院 27_大阪府 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁59

小田医院 27_大阪府 堺市西区浜寺石津町中5-5-14

ペガサスロイヤルクリニック 27_大阪府 堺市西区浜寺石津町東1-3-31

高田眼科 27_大阪府 堺市西区浜寺船尾町西4-496

医療法人 悠和会 高田クリニック 27_大阪府 堺市西区浜寺船尾町西4-496

高田眼科 27_大阪府 堺市西区浜寺船尾町西4-508

ペガサスクリニック 27_大阪府 堺市西区浜寺船尾町東3-307

社会医療法人ペガサス 馬場記念病院 27_大阪府 堺市西区浜寺船尾町東4-244

社会医療法人ペガサス リハビリテー

ション病院
27_大阪府 堺市西区浜寺船尾町東4-269

おおとり診療所 27_大阪府 堺市西区鳳西町1-18-1

まつ本内科クリニック 27_大阪府 堺市西区鳳西町1丁92-2 マンションン池尻1F

やまさき内科・胃腸科クリニック 27_大阪府 堺市西区鳳中町2丁31-6 アカイビル1階
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けい眼科クリニック 27_大阪府 堺市西区鳳東町1-7-30

いしかわ内科・内視鏡クリニック 27_大阪府 堺市西区鳳東町1丁7-30

西野内科 27_大阪府 堺市西区鳳東町2-181-1

樋上小児科 27_大阪府 堺市西区鳳東町2丁164-5

石山診療所 27_大阪府 堺市西区鳳東町3-268-2

ヒキタ鳳健診クリニック 27_大阪府 堺市西区鳳東町4-401-1

医療法人 大泉会 大仙病院 27_大阪府 堺市西区北条町1-2-31

医療法人 邦徳会 邦和病院 27_大阪府 堺市中区新家町700-1

落合医院 27_大阪府 堺市中区深井清水町3448-2

にいがわクリニック 27_大阪府 堺市中区深井沢町3271番地 サンケンビル4F

堺平成病院 27_大阪府 堺市中区深井沢町6番地13

中村医院 27_大阪府 堺市中区深井中町2955

医療法人 真仁会 みさきファミリーク

リニック
27_大阪府 堺市中区深井畑山町254-5

もりい整形外科 27_大阪府 堺市中区深井北町107-2

神元クリニック 27_大阪府 堺市中区大野芝町180 神工ビル2F

すぎもと内科クリニック 27_大阪府 堺市中区大野芝町23-1

木村医院 27_大阪府 堺市中区大野芝町242-2

医療法人 浩仁会 南堺病院 27_大阪府 堺市中区大野芝町292番地

山口医院 27_大阪府 堺市中区土師町1-27-3

唐崎内科クリニック 27_大阪府 堺市中区土塔町3325

医療法人 中村会 中村診療所 27_大阪府 堺市中区東八田24-5

医療法人 岳友会整形外科 27_大阪府 堺市中区福田484-62

佐藤小児科 27_大阪府 堺市中区堀上町123

医療法人 森山耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市中区堀上町152-9

医療法人 新井内科クリニック 27_大阪府 堺市東区引野町3丁48番地の2

医療法人 きしもと整形外科リハビリ

テーションクリニック
27_大阪府 堺市東区高松421番地1

医療法人 薫風会 西川クリニック 27_大阪府 堺市東区丈六160-1

MEDICAL CLINIC 森本医院 27_大阪府 堺市東区西野461-6 松井ビル1階

西松医院 27_大阪府 堺市東区西野461番2

中村診療所 27_大阪府 堺市東区西野492-2

尾崎クリニック 27_大阪府 堺市東区大美野150-5

医療法人和昇会 阪本クリニック 27_大阪府 堺市東区大美野22番地4

北田診療所 27_大阪府 堺市東区大美野94-2

堺市東保健センター 27_大阪府 堺市東区日置荘原寺町195-1

岡原診療所 27_大阪府 堺市東区日置荘原寺町43-1

かわた内科クリニック 27_大阪府 堺市東区日置荘西町1-48-15

小野クリニック 27_大阪府 堺市東区日置荘西町1丁12番地3号
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武田眼科 27_大阪府 堺市東区日置荘西町1丁47-17

はつしば山本クリニック 27_大阪府 堺市東区日置荘西町2丁4番28号

医療法人 矢吹クリニック 27_大阪府 堺市東区白鷺町3-19-7 ビオス白鷺1階

岡本内科 27_大阪府 堺市東区白鷺町3-3-7

ともつ内科クリニック 27_大阪府 堺市東区北野田1084 ベルヒル北野田2F204-2

メリアクリニック 27_大阪府
堺市東区北野田1084-204号 ベルヒル北野田

2F

医療法人 紀陽会 田仲北野田病院 27_大阪府 堺市東区北野田707

宮﨑医院 27_大阪府 堺市東区野尻町293-5

水野医院 27_大阪府 堺市南区鴨谷台1-46-2

もりもと泌尿器科クリニック 27_大阪府 堺市南区鴨谷台2-1-3 光明池アクトビル2階

医療法人 丸山内科クリニック 27_大阪府 堺市南区鴨谷台2の1の3 光明池アクトビル3階

山本産婦人科 27_大阪府 堺市南区鴨谷台3-6-2

医療法人銀杏会 銀杏会クリニック 27_大阪府 堺市南区原山台5-9-5 アクロスモール泉北2階

能田胃腸科・外科 27_大阪府 堺市南区高倉台2-31-4

小児科 八木医院 27_大阪府 堺市南区高倉台3-3-2

ぐんぐんキッズクリニック分院 27_大阪府 堺市南区高倉台4-21-1

小川クリニック 27_大阪府 堺市南区高尾2-448

小池眼科 27_大阪府 堺市南区三原台1-2-3 ルルポ泉ヶ丘2階

しまだ耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 堺市南区三原台4-1-6

医療法人 彰生会 中野クリニック 27_大阪府 堺市南区若松台3-34-22

医療法人 田辺耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市南区城山台3-3-1

多田医院 27_大阪府 堺市南区新檜尾台3-5-1

医療法人 小林内科医院 27_大阪府 堺市南区新檜尾台4-15-7

平山こどもクリニック 27_大阪府 堺市南区深阪南112-2

竹山耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市南区深阪南114

医療法人竹山産婦人科 竹山レディース

クリニック
27_大阪府 堺市南区晴美台3-1-4

⾧谷川医院 27_大阪府 堺市南区赤坂台3-10-3

石上整形外科 27_大阪府 堺市南区赤坂台3-10-6

泉北藤井病院 27_大阪府 堺市南区泉田中3100-19

医療法人 高橋クリニック 27_大阪府 堺市南区竹城台1-1-2 市街地住宅ビル2F

介護老人保健施設いずみの郷 27_大阪府 堺市南区竹城台1-8-2

土橋内科医院 27_大阪府 堺市南区竹城台3-3-4

はら眼科クリニック 27_大阪府 堺市南区茶山台1-2-4 パンジョ西館3F

医療法人光俊会 田中外科クリニック 27_大阪府 堺市南区庭代台1丁35番1号
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清水内科 27_大阪府 堺市南区桃山台2-15-1

嶋田クリニック 27_大阪府 堺市南区桃山台2-3-4 ツインビル桃山2F

医療法人 大平産婦人科 27_大阪府 堺市南区桃山台4-2-1

医療法人 飯田クリニック 27_大阪府 堺市南区桃山台4丁2-3

医療法人 錦秀会 阪和第一泉北病院 27_大阪府 堺市南区豊田1588番地1

医療法人 恒進會 泉北陣内病院 27_大阪府 堺市南区豊田40番地

ミノヤマ耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市南区槇塚台1-11-2

おくの整形外科医院 27_大阪府 堺市美原区平尾1989

戸田こどもクリニック 27_大阪府 堺市美原区北余部491-6

まつだ消化器糖尿病クリニック 27_大阪府 堺市北区宮本町2番地 村上ビル 1F

医療法人 佑和会 吉岡クリニック 27_大阪府 堺市北区金岡町2305

柳原医院 27_大阪府
堺市北区金岡町704-2 エバーグリーン金岡1-

103

当麻眼科医院 27_大阪府 堺市北区金岡町893

医療法人方佑会 植木病院 27_大阪府 堺市北区黒土町3002-5

森本医院 27_大阪府 堺市北区新金岡町2丁5番1-22

医療法人 植田クリニック 27_大阪府 堺市北区蔵前町1-7-2

医療法人 紺屋泌尿器科 27_大阪府 堺市北区蔵前町2丁1-13 サイリョービル2階

久保整形外科クリニック 27_大阪府 堺市北区中⾧尾町2-1-21

金岡病院 27_大阪府 堺市北区中⾧尾町2-4-3

津田クリニック 27_大阪府 堺市北区中⾧尾町4-5-3 クラウンセゾン堺1階

やまもと消化器内視鏡・外科クリニッ

ク
27_大阪府 堺市北区中百舌鳥町2-2

髙田内科クリニック 27_大阪府
堺市北区中百舌鳥町2-39 クリスタルなかもず

302

ほり泌尿器科クリニック 27_大阪府
堺市北区中百舌鳥町2-39 クリスタルなかもず

502

ぐんぐんキッズクリニック 27_大阪府 堺市北区中百舌鳥町2丁22 大休ビル1階

医療法人 甲潤会 レディースクリニッ

クやぎ
27_大阪府

堺市北区中百舌鳥町2丁39番地 クリスタルな

かもず4F

医療法人 西山会 西山医院 27_大阪府 堺市北区中百舌鳥町6丁998-3-6-101

医療法人 好輝会 梶本クリニック分院 27_大阪府 堺市北区中百舌鳥町四丁615番1

江本クリニック 27_大阪府 堺市北区⾧曾根町1467-1 エイトワンビル101

医療法人好輝会 梶本クリニック新金岡

分院
27_大阪府

堺市北区⾧曾根町1467番地の1 メディカルエ

イトワンビル2F

しょうのクリニック 27_大阪府
堺市北区⾧曾根町3082-1 クリニックステー

ションなかもず2階
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棚橋内科・循環器科 27_大阪府 堺市北区⾧曽根町1469‐1

医療法人 元季会 今野クリニック 27_大阪府 堺市北区⾧曽根町3065-1

加藤内科循環器科クリニック 27_大阪府 堺市北区⾧曽根町3069-5 中島ビル4F

てらもと脳神経外科クリニック 27_大阪府 堺市北区⾧曽根町3082-1

よしこクリニック 27_大阪府
堺市北区⾧曽根町3082-1 クリニックステー

ションなかもず2F

中村耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市北区⾧曽根町719-1

医療法人貫遥会 もりた整形外科クリ

ニック
27_大阪府

堺市北区東三国ヶ丘町5-2-17 SATOMOビル2

階

なかの医院 27_大阪府 堺市北区東三国ヶ丘町5丁7番5号

医療法人 岩崎医院 27_大阪府 堺市北区東浅香山町2丁337

医療法人 藤田医院 27_大阪府 堺市北区南花田町302-14

くさか内科医院 27_大阪府 堺市北区南⾧尾町2-1-21

佐々木内科クリニック 27_大阪府 堺市北区百舌鳥赤畑町2丁55-1

山田内科医院 27_大阪府
堺市北区百舌鳥赤畑町4丁254-1 山田医療ビル

3階

医療法人西谷内科 27_大阪府 堺市北区百舌鳥梅町2-418

医)岩本診療所 27_大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町3-125-292

医療法人 厚世会 中野外科内科医院 27_大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町4丁163番地

吉田医院 27_大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町5-403

しらさぎ診療所 27_大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町5-412

医療法人 大泉会 いずみクリニック 27_大阪府 堺市北区百舌鳥本町2丁401番地

加藤耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 堺市北区百舌鳥陵南町2-627

整形外科ひろクリニック 27_大阪府 堺市北区北花田町2-4-1 コプリー1F

松下眼科 27_大阪府
堺市北区北花田町3-17-4 ディーセント北花田

1F

医療法人 近藤クリニック 27_大阪府 堺市北区北花田町3-18-1

典子エンジェルクリニック 27_大阪府 堺市北区北花田町3-28-10

福井耳鼻咽喉科 27_大阪府 堺市北区北⾧尾町1-6-11

西本医院 27_大阪府 三島郡島本町広瀬3-6-1

水無瀬病院 27_大阪府 三島郡島本町高浜3-2-26

加藤産婦人科クリニック 27_大阪府 三島郡島本町水無瀬1-14-13

なかこうじ内科・循環器内科 27_大阪府 三島郡島本町水無瀬1-23-4

福田医院 27_大阪府 四條畷市岡山2-1-58

林内科医院 27_大阪府 四條畷市岡山東2-1-23

みやいファミリークリニック 27_大阪府 四條畷市江瀬美町12-3

医療法人 喜蓮会 きた眼科 27_大阪府
四條畷市砂4丁目3-2 イオンモール四条畷2階 

きた眼科

医療法人 和幸会 阪奈サナトリウム 27_大阪府 四條畷市上田原613

462 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

安部クリニック 27_大阪府 四條畷市田原台5丁目17番21号

西村クリニック 27_大阪府 四條畷市楠公1丁目14番6号

河野医院 27_大阪府 四條畷市楠公2-10-12

にしもとこどもクリニック 27_大阪府 四條畷市楠公2-8-22

松山眼科クリニック 27_大阪府 四條畷市楠公2-9-11

すぎはら皮ふ科 27_大阪府 四條畷市楠公2丁目8番28

医療法人 藤関眼科 27_大阪府 四條畷市米崎町14-4

大阪ゆうゆうの里診療所 27_大阪府 守口市河原町10番15号

パナソニック健康保険組合 松下記念病

院
27_大阪府 守口市外島町5-55

橋本眼科 27_大阪府 守口市菊水通1丁目1番11号

医療法人 卯月眼科 27_大阪府 守口市京阪本通1-3-2

医療法人 恵珠会 みずたに皮膚科 27_大阪府 守口市京阪本通2-3-5 リバティビル坂井1F

北川クリニック 27_大阪府 守口市京阪本通2丁目16-5

川嶋レディースクリニック 27_大阪府 守口市京阪本通2丁目8-11 新京阪ビル2階

(医)石田医院 27_大阪府 守口市金下町1-8-6

橋本クリニック 27_大阪府 守口市金下町2丁目12-5

医療法人 塩見クリニック 27_大阪府 守口市金田町1-21-41

医療法人 ちぐさクリニック 27_大阪府 守口市佐太東町1丁目38-2

医療法人 山中クリニック 27_大阪府 守口市佐太東町2-3-5

中筋診療所 27_大阪府 守口市桜町4-18

高橋クリニック 27_大阪府 守口市桜町6-8 駅前敷島ビル2F

医療法人 出口眼科医院 27_大阪府 守口市寺内町2-6-6

さくらクリニック 27_大阪府 守口市寺方錦通1-10-3

はかたクリニック 27_大阪府 守口市寺方元町1-16-18

酒井内科 27_大阪府 守口市寺方元町1丁目16-18

博多医院 27_大阪府 守口市寺方本通4-3-14

医療法人 山本診療所 27_大阪府 守口市小春町2-15 DOIメディカルセンター3F

福島医院 27_大阪府 守口市松月町2-20

さらやあすなろ医院 27_大阪府 守口市松月町5-9

医療法人 綾美会 白井医院 27_大阪府 守口市西郷通1-15-18

医療法人 裕正会 岩宮整形外科 27_大阪府 守口市大久保町2-26-10

竹田乳腺クリニック 27_大阪府 守口市大久保町3-34-8

岡見眼科 27_大阪府 守口市大久保町3-34-8

医療法人 杉島医院 27_大阪府 守口市大枝北町10-3

かじうらクリニック 27_大阪府 守口市大日町3-25-17

医療法人 梶浦眼科 27_大阪府 守口市大日町3-25-17

賴内科胃腸科 27_大阪府 守口市滝井元町1-8-7 アスク滝井1F
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よしおかクリニック 27_大阪府 守口市滝井西町2-2-6

岡井医院 27_大阪府 守口市竹町6-7

医療法人 井上医院 27_大阪府 守口市土居町3-9

内田診療所 27_大阪府 守口市東光町1-28-11

医療法人 秋田医院 27_大阪府 守口市東町1-12-1

医療法人 佑希会 米田医院 27_大阪府 守口市藤田町4丁目48番5号

てらかたクリニック 27_大阪府 守口市南寺方中通2-2-23

袋井医院 27_大阪府 守口市南寺方中通3-10-8

医療法人 ⾧尾会 守口⾧尾会クリニッ

ク
27_大阪府 守口市日吉町1丁目2-9

医療法人まちだクリニック 27_大阪府 守口市梅園町2-30 カーサローズヒル2F

社会医療法人彩樹 守口敬仁会病院 27_大阪府 守口市八雲東町2丁目47番12号

医療法人恵和会 あめもとクリニック 27_大阪府 守口市八雲東町2丁目82-22 大日駅前ビル2階

村杉医院 27_大阪府 守口市豊秀町2-13-3

沼脳神経外科クリニック 27_大阪府
守口市本町2-1-24 守口ミッドサイト文禄ヒル

ズ  ザ・タワー1F

医療法人 小野山診療所 27_大阪府 守口市本町2-5-32

田中医院 27_大阪府 松原市阿保2-11-1

ふくしまこどもクリニック 27_大阪府 松原市岡2-7-3

ひろわたり診療所 27_大阪府
松原市高見の里1-2-30 ふぁみーゆ松原中央

101号

にしやまクリニック 27_大阪府 松原市高見の里3丁目4-30

森山眼科 27_大阪府 松原市高見の里4-2-20

社会医療法人 垣谷会  明治橋病院 27_大阪府 松原市三宅西1-358-3

本吉診療所 27_大阪府 松原市柴垣1-24-12 ⾧尾マンション1F

医療法人 宮髙医院 27_大阪府 松原市松ヶ丘3-3-18

塩見内科ひふ科医院 27_大阪府 松原市上田2-2-22 松原北駅前ビル一階

市丸内科 27_大阪府 松原市上田3-4-11 ペルルYTK2F

医療法人 岡田眼科 27_大阪府 松原市上田3-4-8 ロイヤルアネックス2階

増田整形外科クリニック 27_大阪府 松原市上田4-4-5

こうもと内科・消化器内視鏡クリニッ

ク
27_大阪府 松原市上田4丁目3番19号

ほづみ小児科クリニック 27_大阪府 松原市天美我堂4-61-1

おおはし皮フ科形成外科クリニック 27_大阪府
松原市天美東2-135-2 松原天美クリニックビ

ル3F

松原徳洲会病院 27_大阪府 松原市天美東7丁目13番26号

武田整形外科クリニック 27_大阪府 松原市天美南2-90-1 エスプレシーヴォ天美1F
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山田医院 27_大阪府 松原市天美南6丁目5-3

医療法人 河北会 河北病院 27_大阪府 寝屋川市河北東町19番1号

あかねこどもクリニック 27_大阪府 寝屋川市河北東町771-5

三木医院 27_大阪府 寝屋川市葛原2丁目2-1

吉安内科クリニック 27_大阪府 寝屋川市萱島桜園町14-10

京本耳鼻咽喉科 27_大阪府 寝屋川市萱島信和町21-30-101

村尾診療所 27_大阪府 寝屋川市萱島本町15-2

医療法人 松美会 松尾眼科 27_大阪府 寝屋川市萱島本町5-10

医療法人 悠生会 西本整形外科 27_大阪府 寝屋川市萱島本町5-5

はたて医院 27_大阪府 寝屋川市錦町19-1

医療法人 藤野医院 27_大阪府 寝屋川市香里新町20-14

ふかだクリニック 27_大阪府
寝屋川市香里新町22-6 メディカルプラザ香里

新町1階

医療法人 恒星会 西嶋・三輪皮フ科 形

成外科
27_大阪府 寝屋川市香里南之町16-15 JAビル香里3F

中村小児科 27_大阪府 寝屋川市香里南之町28-24-206

医療法人 伊与田内科 27_大阪府 寝屋川市香里南之町35-5

陰山医院 27_大阪府 寝屋川市香里北之町12-14

大浦アイクリニック 27_大阪府 寝屋川市香里本通町8-1-103

社会医療法人彩樹 丸岡消化器内科 27_大阪府
寝屋川市香里本通町8-4 かほりまちテラス

301-1

医療法人革島会 革島クリニック 27_大阪府 寝屋川市高柳2-22-14

高橋医院 27_大阪府 寝屋川市国松町16-15

医療法人 楠医院 27_大阪府 寝屋川市寿町55番31号

(一財) 大阪府結核予防会 大阪病院 27_大阪府 寝屋川市寝屋川公園2276-1

医療法人⾧尾会ねや川サナトリウム 27_大阪府 寝屋川市寝屋川公園2370-6

いなおか耳鼻咽喉科 27_大阪府 寝屋川市寝屋南2-1-14-201

社会医療法人 山弘会 上山病院 27_大阪府 寝屋川市秦町15番3号

医療法人 道仁会 道仁病院 27_大阪府 寝屋川市仁和寺町31-1

拓真会 仁和寺診療所 27_大阪府 寝屋川市仁和寺本町3-3-11

加賀眼科医院 27_大阪府 寝屋川市早子町21-6

おざわ内科クリニック 27_大阪府 寝屋川市早子町3-46

耳鼻咽喉科・アレルギー科 山本医院 27_大阪府 寝屋川市打上元町18-10

医)えびな小児科クリニック 27_大阪府 寝屋川市打上中町11-8

ひ野クリニック 27_大阪府 寝屋川市大利元町21-11

なかのこどもクリニック 27_大阪府
寝屋川市大利町21-2 寝屋川大利メデイカル

ガーデンズ 2階

医療法人 岩下眼科 27_大阪府
寝屋川市大利町21-2 寝屋川大利メディカル

ガーデンズ1F
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おぐら耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府
寝屋川市大利町21番2号 寝屋川大利メディカ

ルガーデンズ 302号

ますだ整形外科 27_大阪府 寝屋川市大利町29-7

上野クリニック 27_大阪府 寝屋川市池田東町8-12

ながた医院 27_大阪府 寝屋川市東香里園町29-10

医療法人大志会 にしうら耳鼻咽喉科 27_大阪府 寝屋川市東大利町13-18

あおやま眼科 27_大阪府 寝屋川市南水苑町16-15

嶋元医院 27_大阪府 寝屋川市楠根南町28-10

医療法人 森田医院 27_大阪府 寝屋川市八坂町6番23号

浅井整形外科・リウマチ科 27_大阪府 寝屋川市豊野町3-2  田辺ビル1,2F

医療法人 宗誠会 樋口クリニック 27_大阪府 寝屋川市豊野町3番1号

北川医院 27_大阪府 寝屋川市末広町16-5

福井眼科 27_大阪府 寝屋川市末広町2-13

たくしん会 腎透析クリニック 27_大阪府 寝屋川市木田町3番9号

医)雄山会 小山循環器クリニック 27_大阪府 寝屋川市緑町19-2

医療法人 毅峰会 青樹会病院 27_大阪府 寝屋川市緑町47-7

千春会 たなのファミリークリニック 27_大阪府 吹田市岸部新町3-33 patona吹田健都2F

すまクリニック 27_大阪府 吹田市岸部新町5-45 ビエラ岸辺健都2F

健都よねだスポーツ整形外科 27_大阪府 吹田市岸部新町5-45 ビエラ岸辺健都2F

かわかみ内科 27_大阪府 吹田市岸部中3-14-5-201

岸辺こころのクリニック 27_大阪府 吹田市岸部南1-24-1 ソフィア21・101号

社会福祉法人 恩徳福祉会 メルヴェイ

ユクリニック
27_大阪府 吹田市岸部南1-4-24

たかぎこどもクリニック 27_大阪府 吹田市岸部南1丁目17-26-2-2

耳鼻咽喉科すながクリニック 27_大阪府 吹田市岸部北2-1-26 吹田千里ガーデンビル1F

医)二循会 上山クリニック 27_大阪府 吹田市原町1-36-3 エクレールⅡ二階

医療法人 田中泌尿器科医院 古江台診

療所
27_大阪府 吹田市古江台2-10-17 グリーンプラザビル1階

医療法人 板垣眼科医院 27_大阪府 吹田市古江台4-2-60-302

医療法人 なかむら内科 27_大阪府 吹田市古江台4丁目2-60 千里ノルテビル305

医療法人 ロングウッド 前田クリニッ

ク
27_大阪府

吹田市古江台4丁目2-38 ディオス北千里2番館

2-203

大阪市立弘済院附属病院 27_大阪府 吹田市古江台6-2-1

片山小児科 27_大阪府 吹田市五月が丘南810-106 佐山ハイツ1階

平田こどもクリニック 27_大阪府 吹田市五月が丘北13-1 第2旭永ビル2F

医療法人 修孝会 林内科 27_大阪府 吹田市広芝町10-40

社会医療法人 愛仁会 井上病院附属診

療所
27_大阪府 吹田市江の木町14-11
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医療法人 松田クリニック 27_大阪府 吹田市江の木町3番11号 第3ロンヂェビル4階

久保内科クリニック 27_大阪府 吹田市江坂町1-21-16 S-FORT江坂公園2階

あんどう眼科クリニック 27_大阪府 吹田市江坂町1-7-23

医療法人三裕会 三谷医院 27_大阪府 吹田市江坂町3-18-5

大阪健康倶楽部・小谷診療所 27_大阪府 吹田市江坂町4-10-1

医療法人 高瀬・森本ハートクリニック 27_大阪府 吹田市高浜町10-17

四宮耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 吹田市高浜町4-9

医療法人 たかやま眼科 27_大阪府 吹田市佐竹台1-4-1 クリニックモール3階

かまちレディースクリニック 27_大阪府
吹田市佐竹台1丁目4番1号 クリニックモール

201号

にしうえクリニック 27_大阪府 吹田市佐竹台2-3-2

医療法人 タムラ耳鼻咽喉科 27_大阪府 吹田市山手町2-7-25

ともこ小児科 27_大阪府 吹田市山田西2-1-13 金陵メディカルビル2階

医療法人 英祥会 稲澤クリニック 27_大阪府 吹田市山田西2-4 A1-112

あまの内科クリニック 27_大阪府 吹田市山田西2丁目1-13

医療法人 小倉診療所 27_大阪府 吹田市山田西2丁目4-25

陳整形外科クリニック 27_大阪府 吹田市山田西3-77-7

医療法人 郁生会 あめみや眼科 27_大阪府 吹田市山田南30-8

向井診療所 27_大阪府 吹田市山田南30-8

津田耳鼻咽喉科 27_大阪府 吹田市山田南30-8 村田ビル

医療法人 隆由会 整形外科なかむらク

リニック
27_大阪府

吹田市山田南30番20号 サンライズカーサ101

号

医療法人 鳳樹会 杉本憲治クリニック 27_大阪府 吹田市寿町1-4-1

いわもと乳腺クリニック 27_大阪府 吹田市寿町1-4-1 フィデリオビル1階

医療法人 菊秀会 皐月病院 27_大阪府 吹田市寿町2-7-24

医療法人 山本医院 27_大阪府 吹田市寿町2丁目11-18

いのうえクリニック 27_大阪府 吹田市昭和町13-1

はしたに整形外科クリニック 27_大阪府 吹田市新芦屋上22-1

まるやま耳鼻咽喉科 27_大阪府 吹田市新芦屋上22-1

まつむら胃腸科クリニック 27_大阪府 吹田市新芦屋上22-1-102

おがさわら眼科 27_大阪府 吹田市垂水町1-2-19

宮本整形外科クリニック 27_大阪府 吹田市垂水町1丁目28-10 アベニール江坂1階

医療法人 中嶋医院 27_大阪府 吹田市垂水町2-4-9

垂水医院 27_大阪府 吹田市垂水町2-6-33
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一般財団法人 みどり健康管理センター 27_大阪府 吹田市垂水町3-22-5

さくら診療所 27_大阪府 吹田市青山台2丁目11番14号

医療法人明樹会 いわな整形外科 27_大阪府 吹田市千里山松が丘26-18

さか耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 吹田市千里山星が丘1-1-102

末廣医院 27_大阪府 吹田市千里山西4-9-23

医療法人清仁会 廣田産婦人科千里山レ

ディースクリニック
27_大阪府

吹田市千里山西5-1-8 アヴェニール千里山

WEST 2F

緑川クリニック 27_大阪府 吹田市千里山西6-63-12 ハイツ丸栄1階

医療法人 相馬診療所 27_大阪府 吹田市千里山東2-26-16

医療法人 三楽会 たかさわ内科クリ

ニック
27_大阪府 吹田市竹見台3-6-5

今井整形外科 27_大阪府 吹田市竹見台4-2-4

たぐち耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 吹田市竹見台4丁目2-1 ディアコートS 2階

あさひが丘 やぐらクリニック 27_大阪府 吹田市朝日が丘町33-1

医療法人 智晴会 越智眼科 27_大阪府 吹田市朝日町13-3

角谷クリニック 27_大阪府 吹田市朝日町23-14 blancビル3F

有希クリニック 27_大阪府 吹田市朝日町5-32 摂津ビル4F

医療法人 浄光会 宮下医院 27_大阪府 吹田市津雲台1-1-2 アーバス南千里302

医療法人 淳和会 榊原耳鼻咽喉科クリ

ニック
27_大阪府 吹田市津雲台1-1-2 アーバス南千里C301号

保倉眼科 27_大阪府 吹田市津雲台1-1-4 リーザス南千里2階

医療法人 新樹会 にいのぶクリニック 27_大阪府 吹田市津雲台1-1-4 リーザス南千里2階

医療法人 青樹会 小寺クリニック 27_大阪府 吹田市津雲台1-2-D9

社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会

千里病院
27_大阪府 吹田市津雲台1丁目1番6号

医療法人 親和会 野中内科クリニック 27_大阪府 吹田市津雲台5-19-18

たけうち整形外科リウマチ科 27_大阪府 吹田市津雲台5丁目11-1-1 つくもゲート3F

松永医院 27_大阪府 吹田市天道町5-4

松本耳鼻咽喉クリニック 27_大阪府 吹田市桃山台2-5-18 晋和ビル1階

医)啓和会 丸川診療所 27_大阪府 吹田市内本町2丁目4番15号

やまもとクリニック 27_大阪府
吹田市南金田1丁目2-20-303 マイトリーハイ

ム3F

真野内科クリニック 27_大阪府 吹田市片山町1丁目14番地23

医)絹巻小児科クリニック 27_大阪府 吹田市片山町3-17-8

井波医院 27_大阪府 吹田市片山町3-37-3

糠谷医院 27_大阪府 吹田市片山町4丁目1-2

医療法人優美会 吉井クリニック 27_大阪府 吹田市豊津町1-21 エサカ中央ビル5階

カワバタクリニック 27_大阪府 吹田市豊津町1-21 江坂中央ビル5階
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たまき皮フ科 27_大阪府 吹田市豊津町1-31 ヨシタケビル1F

(医)緑守会 津田耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 吹田市豊津町1-43 内田ロイヤルハイツ2F

医療法人吉政会 よしまさ内科クリニッ

ク
27_大阪府 吹田市豊津町2-9

桜来会 きむらクリニック 27_大阪府 吹田市豊津町4-38

温優会松井クリニック 27_大阪府 摂津市三島3-7-4

松本医院 27_大阪府 摂津市正雀1-7-7

医)香梅会 マツイ医院 27_大阪府 摂津市正雀本町2-18-26

和田皮フ科医院 27_大阪府 摂津市千里丘1丁目4-6-201

ことぶきクリニック 27_大阪府 摂津市千里丘東3-7-27 グランドール千里丘1F

はしもと整形外科 27_大阪府
摂津市千里丘東3-8-20 協同レジデンス千里丘

1F

摂津ひかり病院 27_大阪府 摂津市鳥飼八防2-3-8

医療法人 豊仁会 近藤診療所 27_大阪府 摂津市鳥飼野々1-24-1

緑樹会 宮川クリニック 27_大阪府 摂津市鶴野1-1-3

医療法人 健悠会 みさよ内科クリニッ

ク
27_大阪府 摂津市東一津屋13-9 ファミーユ南摂津1階

南摂津メンタルクリニック 27_大阪府 摂津市東一津屋4-10 ルッツ南摂津2F

稲垣診療所 27_大阪府 摂津市東正雀9-16

摂津医誠会病院 27_大阪府 摂津市南千里丘1-32

医療法人 龍志会 IGTクリニック 27_大阪府
泉佐野市りんくう往来南3番41 メディカルり

んくうポート3F

リョーヤコマツクリニック 27_大阪府
泉佐野市りんくう往来北1番 りんくうゲート

タワービル17階

りんくう橋本リウマチ整形外科 27_大阪府
泉佐野市りんくう往来北1番地 りんくうパピ

リオ東棟

医療法人 桂信会 羽原病院 27_大阪府 泉佐野市羽倉崎1丁目1番4号

石井クリニック 27_大阪府 泉佐野市羽倉崎2丁目5-15 TRビル2F

医療法人 鉄仁会 平野医院 27_大阪府 泉佐野市羽倉崎上町1-3-3

中西脳神経外科・内科 27_大阪府 泉佐野市下瓦屋3丁目15番66号

医療法人 秀和会 たかやまクリニック 27_大阪府 泉佐野市市場西3-4-10

青松記念病院 27_大阪府 泉佐野市上瓦屋876-1

泉佐野市 上之郷診療所 27_大阪府 泉佐野市上之郷1910-3

近畿大学医学部 関西国際空港クリニッ

ク
27_大阪府 泉佐野市泉州空港北1

医療法人聖愛会 聖愛クリニック 27_大阪府 泉佐野市大西1丁目-12-1

釋迦戸医院 27_大阪府 泉佐野市⾧滝909-1
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⾧澤医院 27_大阪府 泉佐野市鶴原1207-1

やすい耳鼻咽喉科 27_大阪府 泉佐野市南中安松1294-1

川口クリニック 27_大阪府
泉大津市なぎさ町6-1-503 きららセンタービ

ル5階

寺本医院 27_大阪府 泉大津市旭町12-12

ひろおか内科・消化器クリニック 27_大阪府 泉大津市旭町16-1 コノミヤ泉大津店

竹原医院 27_大阪府 泉大津市下条町18-17

医療法人 泉清会 川端医院 27_大阪府 泉大津市戎町5-9

医療法人 優篤会 三浦クリニック 27_大阪府 泉大津市松之浜町2-2-8

いのうえ消化器内科クリニック 27_大阪府 泉大津市松之浜町2丁目4-15

(医)上條診療所 27_大阪府 泉大津市森町2-3-8

伊藤医院 27_大阪府 泉大津市池浦町4-2-25

川知内科クリニック 27_大阪府 泉大津市池浦町4-5-10

医療法人 蒼鷹会 川島クリニック 27_大阪府 泉大津市池浦町4-5-41

いずみ脳神経内科 27_大阪府 泉大津市池浦町4-9-48

あずま耳鼻咽喉科 27_大阪府 泉大津市池園町14-15

あずま医院 27_大阪府 泉大津市池園町14-18

ふじいクリニック 27_大阪府 泉大津市池園町14-3

医療法人 井庭医院 27_大阪府 泉大津市田中町2-24

西本医院 27_大阪府 泉大津市田中町4-24

医療法人 戎野内科医院 27_大阪府 泉大津市東助松町1-7-3

医療法人 下出眼科 27_大阪府 泉大津市東助松町2-6-2

三瀬医院 27_大阪府 泉大津市東豊中町3-18-1

医療法人 中瀬クリニック 27_大阪府 泉大津市楠町東1-1

医療法人うえにし乳腺消化器クリニッ

ク
27_大阪府 泉大津市二田町1-13-13 あすと松ノ浜2階

⾧野クリニック 27_大阪府 泉大津市二田町1丁目12-8

前田整形外科 27_大阪府 泉大津市二田町1丁目1-28

医療法人 杉本医院 27_大阪府 泉大津市本町4-17

竹井クリニック 27_大阪府 泉南郡熊取町五門東1-7-23

耳鼻咽喉科かとう医院 27_大阪府 泉南郡熊取町紺屋1-8-23

七山病院 27_大阪府 泉南郡熊取町七山2丁目2番1号

社会医療法人 三和会 永山病院 27_大阪府 泉南郡熊取町大久保東1-1-10

医療法人 喜和会 島田診療所 27_大阪府 泉南郡田尻町吉見665-4

与田病院 27_大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川1849-11

医療法人 市原眼科 27_大阪府
泉南市りんくう泉南3-12 イオンモールりんく

う泉南2F

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪

府済生会新泉南病院
27_大阪府 泉南市りんくう南浜3番7
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堀越内科 27_大阪府 泉南市岡田三丁目9番25号

NAKA JOB クリニック 27_大阪府 泉南市新家3379-64

医療法人 小上医院 27_大阪府 泉南市新家3461-1

医療法人 晴心会 野上病院 27_大阪府 泉南市樽井1-2-3

木村医院 27_大阪府 泉南市樽井2-12-3

イッセイ心臓内科クリニック 27_大阪府 泉南市樽井2丁目33-12

すずもと耳鼻咽喉科 27_大阪府 泉南市樽井2丁目33番27号

山上医院 27_大阪府 泉南市樽井6丁目10-7

泉南大阪晴愛病院 27_大阪府 泉南市中小路2丁目1860番地の1

村田内科 27_大阪府 泉北郡忠岡町高月北2-16-34

八木レディースクリニック 27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1-22-39

医療法人 医敬会 安藤外科・整形外科

医院
27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1-39-29

医療法人 安藤医院 27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目39-29

大山クリニック 27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目40-28

中川クリニック 小児科・腎臓内科 27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東2-22-15-13

安明医院 27_大阪府 泉北郡忠岡町忠岡南1-14-3

大阪さやま病院 27_大阪府 大阪狭山市岩室3丁目216-1

村本耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪狭山市狭山1丁目787 ヴィーブルⅡ 2階

医療法人 おがわクリニック 27_大阪府 大阪狭山市西山台3-15-8

狭山みんなの診療所 27_大阪府 大阪狭山市西山台3-4-2

医療法人 甲翔会 かい内科クリニック 27_大阪府 大阪狭山市大野台6-1-3

医療法人 砂川医院 27_大阪府 大阪狭山市池尻北1丁目1-5

医療法人 恒昭会  青葉丘病院 27_大阪府 大阪狭山市東池尻1丁目2198番1

半田あつたかクリニック 27_大阪府 大阪狭山市半田3丁目471-1

医療法人きりの診療所 27_大阪府
大阪狭山市茱萸木4-372-10 メディカルスクエ

アくみの木2階

わかきクリニック 27_大阪府 大阪狭山市茱萸木5-741-1

ザ・北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚科クリ

ニック
27_大阪府

大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ・キタハマプラ

ザ3F

れいこ眼科クリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカ

ス22F

けいクリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカ

ス22階

レディースクリニックさわだ 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1-100 あべのル

シアス1F

田中眼科 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキュー

ズモール3F
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あべの松井クリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5-31 きんえい

アポロビル5階

竹林医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-1

(医)医修会 秋田医院 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-2 アベノクオレ

110号

しんとう整形外科・リウマチクリニッ

ク
27_大阪府

大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目11番2号 アベノ

サンガビル1F

中野医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野元町12-18

はしもとクリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区阿倍野元町19番地3号 愛眼ビ

ル3F

おおまち眼科 27_大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野元町6-7

小松クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区王子町1-10-2

きた整形外科 27_大阪府 大阪市阿倍野区王子町3-12-11

整形外科・内科しょうもとクリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区王子町3-6-8

医療法人 冨吉医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区丸山通1-3-46

たえなか耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町1-34-2

やぶのクリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町1-50-20

まえさこ医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町1-51-7

たかまつこどもクリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町1丁目15-6

金子耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町2-19-1

石原医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町2-19-24

いのうえ小児科阪南クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区阪南町4-2-20

河島クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区三明町1-3-26

医療法人 河島医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区昭和町2-1-24

医療法人 平山診療所 27_大阪府 大阪市阿倍野区昭和町3-10-20

平山眼科 27_大阪府 大阪市阿倍野区昭和町3-10-8

松井クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区昭和町3-3-35

やまうちクリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区昭和町五丁目8-1

大阪鉄道病院 27_大阪府 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番22号

愛和こどもクリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区松崎町2-9-25-104

たみや皮ふ科医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区松崎町2丁目8-12-101

医療法人 中井医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区晴明通11ー7

ふじわら眼科クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区西田辺町1-17-1

伯耆循環器内科クリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区西田辺町1-17-1 クレバービル

302

帝塚山病院 27_大阪府 大阪市阿倍野区帝塚山1-12-11

加藤クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-14

いたがねファミリークリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町北2-11-14
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山中脳神経外科・リハビリクリニック 27_大阪府
大阪市阿倍野区天王寺町北3-11-4 スギ薬局林

寺店2階

医療法人 久保田医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町北3-9-18

稲本眼科医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区美章園3-3-10

医)秀明会 吉田眼科医院 27_大阪府 大阪市阿倍野区北畠1-10-4

福本眼科クリニック 27_大阪府 大阪市阿倍野区北畠2-3-3

秋山内科 27_大阪府 大阪市旭区高殿3-15-18

岡本甲状腺クリニック 27_大阪府 大阪市旭区高殿4-22-26

泉川クリニック 27_大阪府 大阪市旭区高殿6-4-24

ふじた泌尿器科 27_大阪府 大阪市旭区新森2-4-10

さか耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市旭区新森2-4-3-1F

安田クリニック 27_大阪府 大阪市旭区新森2-4-8

医療法人 清水会 森小路清水会クリ

ニック
27_大阪府 大阪市旭区新森3-3-24

ミズノ胃腸科内科外科 27_大阪府 大阪市旭区新森3-3-31

ロータリーキッズクリニック 27_大阪府 大阪市旭区新森4-2-32

医療法人 清翠会 牧病院 27_大阪府 大阪市旭区新森7-10-28

医療法人 永紘会 足立内科クリニック 27_大阪府 大阪市旭区清水3-1-14 柴眼科ビル3階

清水クリニック 27_大阪府 大阪市旭区清水3-27-14-103

坂本眼科医院 27_大阪府 大阪市旭区清水3-2-9

医療法人 圭香会 梅嵜クリニック 27_大阪府 大阪市旭区清水5-13-22

明徳病院 27_大阪府 大阪市旭区生江1-3-26

医療法人 守上クリニック 27_大阪府 大阪市旭区生江1-9-18

あかがわ生協診療所 27_大阪府 大阪市旭区生江2-8-8

牧老人保健施設 27_大阪府 大阪市旭区生江2丁目15-14

榊原クリニック 27_大阪府 大阪市旭区赤川2-14-5

ありもと耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市旭区赤川2-17-2

かわもと医院 27_大阪府 大阪市旭区赤川4-1-39

かわもと医院 眼科クリニック 27_大阪府 大阪市旭区赤川4-1-39

西沢クリニック 27_大阪府 大阪市旭区大宮1-1-5 グリーンプラザ1F

中川医院 27_大阪府 大阪市旭区大宮2-17-23

医療法人 村上整形外科 27_大阪府 大阪市旭区大宮3-11-6

山村クリニック 27_大阪府 大阪市旭区大宮3-2-27

天津医院 27_大阪府 大阪市旭区大宮4-6-5

焦クリニック 27_大阪府 大阪市旭区大宮4-9-39

中野診療所 27_大阪府 大阪市旭区中宮4-5-19

澤田内科クリニック 27_大阪府 大阪市港区磯路1丁目6-14

大和医院 27_大阪府 大阪市港区磯路2-6-1
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医療法人ほのぼの会 にいつクリニック 27_大阪府 大阪市港区港晴1-1-23

北村医院 27_大阪府 大阪市港区港晴2-4-4

医療法人 尚信会 整形外科河村医院 27_大阪府 大阪市港区三先1-10-30

医療法人 鈴木医院 27_大阪府 大阪市港区三先1-11-27

医療法人 喜馬外科 27_大阪府 大阪市港区三先1丁目17-43

大阪医院 27_大阪府 大阪市港区三先2-13-26

小嶋整形外科 27_大阪府 大阪市港区市岡1-20-8

奥村耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市港区市岡1丁目5-28

船員保険大阪健康管理センター 27_大阪府 大阪市港区築港1-8-22

大沢診療所 27_大阪府 大阪市港区田中1-13-28

医療法人 生野内科クリニック 27_大阪府 大阪市港区波除2丁目9-12

やすだ耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市港区八幡屋1-10-13

社会医療法人 きつこう会 多根クリ

ニック
27_大阪府 大阪市港区弁天1-2 Ⅱ-600

医療法人 西診療所 27_大阪府 大阪市港区弁天1-2-2-600

医療法人 有仁会 香山医院 27_大阪府 大阪市港区弁天4-15-14

義元診療所 27_大阪府 大阪市港区夕凪2-17-9

えさきクリニック 27_大阪府 大阪市港区夕凪2丁目16-9

野洲クリニック 27_大阪府 大阪市港区夕凪二丁目2-17-14 2階

医療法人 日野医院 27_大阪府 大阪市此花区高見2-13-3

医療法人 徹生会 村上内科 27_大阪府 大阪市此花区四貫島1-1-43

やまさきクリニック 27_大阪府 大阪市此花区四貫島1丁目9-10

医療法人 木本会 鈴木産婦人科 27_大阪府 大阪市此花区春日出北2-6-8

医療法人 北星会 鎌田クリニック 27_大阪府 大阪市此花区春日出北3丁目1番4号

藤井内科医院 27_大阪府 大阪市此花区西九条1-34-19

医療法人 やすだ医院 27_大阪府 大阪市此花区西九条3丁目8-11

ほりうち整形外科 27_大阪府 大阪市此花区西九条4-3-34 4F

よねだ内科・皮フ科 27_大阪府
大阪市此花区西九条4-3-34 セントメディック

ビル3F

医療法人 村川医院 27_大阪府 大阪市此花区伝法2-4-29

安田クリニック 27_大阪府 大阪市此花区伝法2丁目5番1号

HABAクリニック 27_大阪府 大阪市此花区島屋6丁目2-90 D-403

医療法人 義方会  大津病院 27_大阪府 大阪市此花区酉島2丁目1番15

村上脳神経外科内科クリニック 27_大阪府 大阪市此花区梅香1-26-8

医療法人 森内科 27_大阪府 大阪市此花区梅香3-33-14

新居内科 27_大阪府 大阪市住吉区遠里小野1-10-24

医療法人 河南医院 27_大阪府 大阪市住吉区遠里小野1-12-9

沢井産婦人科医院 27_大阪府 大阪市住吉区遠里小野3-4-8
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桂診療所 27_大阪府 大阪市住吉区遠里小野5-12-34

辻クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区我孫子1-7-6

あびこ森村クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区我孫子1-7-6

医療法人 小児科南野クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区我孫子2-7-33 サザンドーム1階

土田クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区我孫子西2-2-20 エスターブレ1F

にいのぶ内科 27_大阪府 大阪市住吉区我孫子西2-7-7

医療法人 翔寿会 こんどう整形外科ク

リニック
27_大阪府 大阪市住吉区我孫子東2-4-29

医療法人山裕会 山本クリニック 27_大阪府
大阪市住吉区我孫子東2-4-3 レグルス我孫子1

階

市吉医院 27_大阪府 大阪市住吉区我孫子東3-1-35

医療法人愛育会 かじもと皮膚科医院 27_大阪府
大阪市住吉区苅田3-17-20 サンライズヤマウ

チ1F

こどもクリニック 森 27_大阪府
大阪市住吉区苅田3-6-3 パールヒルズニシオ1

階

タナカクリニック 27_大阪府 大阪市住吉区苅田3-9-5

医療法人 辻整形外科 27_大阪府 大阪市住吉区苅田5-6-11

医療法人 三橋医院 27_大阪府 大阪市住吉区苅田8-6-27

南里眼科 27_大阪府 大阪市住吉区苅田9-15-26

杉本診療所 27_大阪府 大阪市住吉区山之内3-2-27

中西クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区清水丘1-25-12

医療法人 岩本整形外科 27_大阪府 大阪市住吉区清水丘1丁目7-2

田中眼科医院 27_大阪府 大阪市住吉区清水丘2-17-5

医療法人 慶秋会 あきやまクリニック 27_大阪府 大阪市住吉区千躰2丁目2-9

高岡クリニック 27_大阪府
大阪市住吉区大領4-2-10 エトワールホダカ1

階

ふくだレディースクリニック 27_大阪府 大阪市住吉区大領5-4-23-101

佐竹医院 27_大阪府 大阪市住吉区沢之町1-1-4

医療法人 光優会 西村クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区沢之町1丁目1-16

北野整形外科 27_大阪府 大阪市住吉区⾧居1-3-10

むらおか耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市住吉区⾧居2-10-6 クレオ⾧居1階

医療法人 幸嘉会 もりファミリークリ

ニック
27_大阪府 大阪市住吉区⾧居2-11-15

北脇クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区⾧居2-9-25

坂口医院 内科・循環器内科 27_大阪府 大阪市住吉区⾧居東4-11-12

きたすみ皮フ科 27_大阪府 大阪市住吉区⾧居東4-9-11

475 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

小松原千鶴子診療所 27_大阪府
大阪市住吉区⾧峡町6-7 住吉公園パインクレ

スト1階

医療法人祥風会 みどりクリニック 27_大阪府 大阪市住吉区帝塚山東4-2-3

さらたにクリニック 27_大阪府 大阪市住吉区東粉浜2丁目20-2

さかもとクリニック 27_大阪府 大阪市住吉区南住吉1-23-17

⾧居クリニック 27_大阪府 大阪市住吉区南住吉2-6-60

医療法人 小泉内科 27_大阪府 大阪市住吉区南住吉4-8-10

小山医院 27_大阪府 大阪市住吉区墨江4-1-8 エクシオール1F

医療法人 澤田医院 27_大阪府 大阪市住吉区万代2-8-11

矢木クリニック 27_大阪府 大阪市住之江区安立1-4-3

なかのクリニック 27_大阪府 大阪市住之江区安立4-4-7

おおた内科クリニック 27_大阪府 大阪市住之江区御崎2丁目1-1

耳鼻咽喉科すぎたクリニック 27_大阪府
大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリー

ム5F

医療法人 雄友会 もりやクリニック 27_大阪府
大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリー

ム5階

医療法人 安和会 しおみクリニック 27_大阪府 大阪市住之江区新北島3-2-26 大峯ビル2階

花田内科医院 27_大阪府 大阪市住之江区新北島3-7-1

馬場耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市住之江区新北島3-8-54 シキツビル2階

医療法人 糸氏医院 27_大阪府 大阪市住之江区西加賀屋1-1-6

むつみクリニック 27_大阪府 大阪市住之江区西加賀屋3-12-16

はりむら眼科 27_大阪府 大阪市住之江区西住之江1-11-7

医療法人もとだ整形外科クリニック 27_大阪府 大阪市住之江区中加賀屋1-14-22

まつい泌尿器科 27_大阪府
大阪市住之江区中加賀屋1丁目2-3 ツインビル

4F

南大阪病院附属リハビリテーションク

リニック
27_大阪府 大阪市住之江区中加賀屋2-1-24

地方独立行政法人 大阪市民病院機構 

大阪市立住之江診療所
27_大阪府 大阪市住之江区東加賀屋1-2-22

社会医療法人 景岳会 南大阪病院 27_大阪府 大阪市住之江区東加賀屋1丁目18-18

増本医院 27_大阪府 大阪市住之江区東加賀屋4-3-9

あだちクリニック 27_大阪府 大阪市住之江区南加賀屋4-1-40

岡村クリニック 27_大阪府 大阪市住之江区南港中2-2-43-101

はせがわ医院 27_大阪府 大阪市住之江区南港東1-6-1-117

わだ内科整形外科 27_大阪府 大阪市住之江区粉浜2-3-17

芳野医院 27_大阪府 大阪市住之江区粉浜2-6-12 粉浜モール1F

南港病院グループ(三宝会・健成会) 27_大阪府 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15 南港病院

医療法人 健正会 27_大阪府 大阪市住之江区北島3-6-27
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健正会 浜崎医院 27_大阪府 大阪市住之江区北島3-6-27

さくま診療所 27_大阪府 大阪市住之江区緑木1丁目1-35

そがクリニック 27_大阪府
大阪市城東区永田3-2-6 フレンドタウン深江

橋2階

はやし小児科 27_大阪府 大阪市城東区永田4-6-11 サンパークIF

蒲生厚生診療所 27_大阪府 大阪市城東区蒲生3-15-12

野口医院 27_大阪府 大阪市城東区関目3丁目13-1

医療法人秀奈会 きょうクリニック 27_大阪府 大阪市城東区関目5丁目16-19-103

済生会 野江病院 27_大阪府 大阪市城東区古市1-3-25

久保医院 27_大阪府 大阪市城東区古市2丁目3番30号

医療法人 林クリニック 27_大阪府 大阪市城東区今福西1丁目12-3

城東診療所 27_大阪府 大阪市城東区今福西1丁目1番30号

ふなおか消化器・内視鏡クリニック 27_大阪府
大阪市城東区今福東1-13-8 今福つるみクリ

ニックビル1F

整形外科 川戸クリニック 27_大阪府
大阪市城東区今福東1-13-8 今福つるみクリ

ニックビル2F

みらい眼科皮フ科クリニック 27_大阪府 大阪市城東区今福東1-14-11-6階

山田内科医院 27_大阪府 大阪市城東区今福東1-7-5

医療法人 上田医院 27_大阪府 大阪市城東区今福東3-5-21

村上整形外科 27_大阪府 大阪市城東区鴫野西4-10-14

内科・ペインクリニック にしクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市城東区鴫野西5-1-24

小島整形外科 27_大阪府
大阪市城東区鴫野東1-13-12 鴫野かぼくビル2

階

すぎた内科クリニック 27_大阪府 大阪市城東区鴫野東1-3-8 ハイツ丹洋

医療法人 三和会 福田医院 27_大阪府 大阪市城東区鴫野東2-12-2

髙橋内科 27_大阪府 大阪市城東区鴫野東3-3-23

社会医療法人 大道会 森之宮病院 27_大阪府 大阪市城東区森之宮2-1-88

大阪府赤十字血液センター 27_大阪府 大阪市城東区森之宮2-4-43

おおにし内科・小児科 27_大阪府 大阪市城東区諏訪1-16-4

松谷クリニック 27_大阪府 大阪市城東区諏訪1-18-5

生活協同組合ヘルスコープおおさか の

え生協診療所
27_大阪府 大阪市城東区成育4-29-5

医療法人 若松医院 27_大阪府 大阪市城東区成育5-8-15

医療法人清翠会 牧整形外科病院 27_大阪府 大阪市城東区席6丁目15-30

医療法人上善会にしじまファミリーク

リニック
27_大阪府 大阪市城東区中央2-13-19

医療法人 有光会 サトウ病院 27_大阪府 大阪市城東区東中浜1-2-23

社会医療法人 大道会 大道クリニック 27_大阪府 大阪市城東区東中浜1-4-25
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医療法人 奥井内科クリニック 27_大阪府 大阪市城東区東中浜2-7-5

放出ふれあいセンター 27_大阪府 大阪市城東区放出西2-18-4

医療法人 芥川会 芥川病院 27_大阪府 大阪市生野区勝山南4-4-18

菜の花診療所 27_大阪府 大阪市生野区勝山北2-11-22

医療法人 桓心会 夫 整形外科 27_大阪府 大阪市生野区勝山北2-11-27

綿谷整形外科クリニック 27_大阪府 大阪市生野区勝山北2-4-5

医療法人くぼたこどもクリニック 27_大阪府 大阪市生野区勝山北2-6-18

広石耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市生野区小路2-20-17

阪上医院 27_大阪府 大阪市生野区小路東3-13-29

医療法人 杉村内科クリニック 27_大阪府 大阪市生野区小路東3-3-7

白崎整形外科内科 27_大阪府 大阪市生野区新今里1-18-22

たまき耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市生野区新今里2-6-24

宮本医院 27_大阪府 大阪市生野区新今里3-22-8

黒岡医院 27_大阪府 大阪市生野区新今里7-10-15

医療法人 つつみ眼科 27_大阪府 大阪市生野区生野西4-21-10

松岡クリニック 27_大阪府 大阪市生野区巽西1-2-12

医療法人社団 禮聖会 りょうクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市生野区巽中1-23-6

きららこどもクリニック 27_大阪府 大阪市生野区巽東1-2-14 ウイングヒルズ1F

井神(いかみ)クリニック 27_大阪府 大阪市生野区巽東2丁目5番31号

医療法人 弘善会 弘善会クリニック 27_大阪府 大阪市生野区巽南3-16-2

みどり診療所 27_大阪府 大阪市生野区巽南3丁目7番8号

谷本医院 27_大阪府 大阪市生野区巽北3-16-3

医療法人 育和会 育和会記念病院 27_大阪府 大阪市生野区巽北3丁目20番29号

医療法人 木佐貫整形外科 27_大阪府 大阪市生野区中川4-2-21

ウヤマ・イマムラ医院 27_大阪府 大阪市生野区中川5-5-5

医療法人 邦和会 生野病院 27_大阪府 大阪市生野区中川西三丁目4番7号

孫クリニック 27_大阪府 大阪市生野区鶴橋1-3-8

(医)康仁会 鶴橋中央診療所 27_大阪府 大阪市生野区鶴橋2-16-7

髙橋診療所 27_大阪府 大阪市生野区鶴橋3-7-14

医療法人 ⾧田診療所 27_大阪府 大阪市生野区田島4-6-18

医療法人 弘善会 弘善会クリニック 27_大阪府 大阪市生野区田島5-23-39

寺中医院 27_大阪府 大阪市生野区桃谷1-13-5

ゆきおかクリニック 27_大阪府 大阪市生野区桃谷2-17-18

正木クリニック 27_大阪府 大阪市生野区桃谷2-18-9

医療法人 雁金会 松本医院 27_大阪府 大阪市生野区桃谷2-19-20

医療法人 御幸会 御幸森キムクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市生野区桃谷4-5-13

河合診療所 27_大阪府 大阪市生野区林寺2-24-22
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田島診療所 27_大阪府 大阪市生野区林寺5-12-18

京町堀整形外科 27_大阪府 大阪市西区京町堀1-16-22 牧野ビル1・2F

大谷クリニック 27_大阪府 大阪市西区京町堀1-9-9

永田医院 27_大阪府 大阪市西区京町堀2-10-21

多根記念眼科病院 27_大阪府 大阪市西区境川1丁目1番39号

河野外科 27_大阪府 大阪市西区九条1-12-21

整形外科おうクリニック 27_大阪府 大阪市西区九条1-14-3 新道ハイツ1F

坂井医院 27_大阪府 大阪市西区九条1-6-14 レジデンス九条2F

医療法人 佐々医院 27_大阪府 大阪市西区九条3-23-6

医療法人 名山会 上杉医院 27_大阪府 大阪市西区九条3丁目20番14号

近江眼科クリニック 27_大阪府 大阪市西区江戸堀1-24-18

ウエストキッズクリニック 27_大阪府
大阪市西区江戸堀2-7-32 ネオアージュ土佐堀

1階

九間クリニック 27_大阪府 大阪市西区江之子島1-1-9-707

ふじわら整形外科 27_大阪府 大阪市西区新町2-15-22

めぐみ耳鼻咽喉科・アレルギー科 27_大阪府
大阪市西区新町4-6-23 阪急オアシス新町店2

階

やだクリニック 27_大阪府
大阪市西区新町4-6-23 阪急オアシス新町店2

階

京谷クリニック 27_大阪府 大阪市西区靭本町1-4-16-3F

うつぼ本町キッズクリニック 27_大阪府 大阪市西区西本町2-1-4 宇佐美西本町ビル1階

あわざこどもクリニック 27_大阪府
大阪市西区西本町3丁目1番1号 岡崎橋セント

ラルビル2階

平山眼科クリニック 27_大阪府 大阪市西区千代崎1-4-10

⾧谷川耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市西区千代崎2-25-13

大阪ドームシティ眼科 27_大阪府
大阪市西区千代崎3丁目13番地1 イオンモール

大阪ドームシティ4階

竹本診療所 27_大阪府 大阪市西区千本北2-31-1

社会医療法人 寿楽会 大野記念病院 27_大阪府 大阪市西区南堀江1丁目26-10

ありずみ消化器内科 27_大阪府 大阪市西区南堀江2丁目4-13階

医療法人 厚生会 大阪西クリニック 27_大阪府 大阪市西区南堀江3-15-26

坪井眼科 27_大阪府
大阪市西区北堀江1-3-2 Being四ツ橋ビル

3F2F

みやざきクリニック 27_大阪府 大阪市西区北堀江2-15-7 かがせビル1F

いぬい小児科 27_大阪府 大阪市西区北堀江2-8-13

介護老人保健施設えきさい大阪 27_大阪府 大阪市西区本田2-1-10

公益社団法人日本海員掖済会 大阪掖済

会病院
27_大阪府 大阪市西区本田2-1-10
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奥町内科 27_大阪府 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル1階

福中クリニック 27_大阪府
大阪市西区靱本町3-3-3 サウザンド岡崎橋ビ

ル2F

医療法人 森本整形外科 27_大阪府 大阪市西成区旭1-8-1

医療法人 花園橋村医院 27_大阪府 大阪市西成区花園北2-15-29

松本眼科 27_大阪府 大阪市西成区岸里1-1-4

田中胃腸内科 27_大阪府 大阪市西成区岸里2-8-7

医療法人 亀寿会 とまとクリニック 27_大阪府 大阪市西成区岸里東2丁目15-11

村上眼科 27_大阪府 大阪市西成区岸里東2丁目3番地22号

佐藤医院 27_大阪府 大阪市西成区橘3-3-28

医療法人永康会 赤松内科クリニック 27_大阪府 大阪市西成区玉出西2-4-8

耳鼻咽喉科 堀内医院 27_大阪府 大阪市西成区玉出中1-15-13

美濃クリニック 27_大阪府 大阪市西成区玉出中1-4-17 東宝ビル1階

鈴木診療所 27_大阪府 大阪市西成区玉出中2-15-21 HKビル3F

医療法人 目真会 眼科足立クリニック 27_大阪府 大阪市西成区玉出中2-15-21 HKビル4F

山中医院 27_大阪府 大阪市西成区玉出東1-10-25

医療法人 芳人会 山中眼科 27_大阪府 大阪市西成区玉出東2-3-32

医療法人 弘仁会 まちだ胃腸病院 27_大阪府 大阪市西成区山王1丁目1番15号

大阪きづがわ医療福祉生活協同組合 西

成民主診療所
27_大阪府 大阪市西成区松2-1-7

医療法人 純和会 竹本診療所 27_大阪府 大阪市西成区千本北2丁目31番1号

医療法人 槐樹会 こすがクリニック 27_大阪府 大阪市西成区太子1-14-5

医療法人 靖英会 玉井クリニック 27_大阪府 大阪市西成区太子2-3-11

浅井クリニック 27_大阪府 大阪市西成区潮路1-10-22

医療法人 神子田医院 27_大阪府 大阪市西成区潮路1-1-19

難波医院 27_大阪府 大阪市西成区潮路1-4-37

医療法人 小池外科 27_大阪府 大阪市西成区津守1-7-33

一般社団法人 津守病院 27_大阪府 大阪市西成区津守3-5-18

医療法人 橋本医院 27_大阪府 大阪市西成区鶴見橋1-12-26

阪本医院 27_大阪府 大阪市西成区鶴見橋3-1-12

医療法人 杏樹会 杏林記念病院 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋1-18-24

大阪自彊館診療所 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋1-3-17

イワタ医院 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋2-23-5

くにしげレディースクリニック 27_大阪府
大阪市西成区天下茶屋3-18-16 グランドメゾ

ン1階

田端医院 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋東2-11-5

渡辺医院 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋東2-13-21

医療法人 松乃会 やすらぎクリニック 27_大阪府 大阪市西成区天下茶屋東2-14-34
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医療法人 裟貴会 田口クリニック 27_大阪府 大阪市西成区梅南1丁目2番4号

大阪社会医療センター付属病院 27_大阪府 大阪市西成区萩之茶屋1丁目11番6号

医療法人槐樹会 ふれあいクリニック 27_大阪府 大阪市西成区萩之茶屋3-8-13

福田診療所 27_大阪府 大阪市西淀川区歌島1-11-3

大英診療所 27_大阪府 大阪市西淀川区歌島2-3-2

医療法人 加島クリニック 27_大阪府 大阪市西淀川区御幣島3-3-3

いせき整形外科 27_大阪府
大阪市西淀川区大和田3-8-17 グランビア千船

1F2F

中岡クリニック 27_大阪府 大阪市西淀川区大和田4-8-24

吉冨医院 27_大阪府 大阪市西淀川区大和田4丁目7-10

髙岡診療所 27_大阪府 大阪市西淀川区中島1丁目14-5

社会医療法人愛仁会 介護老人保健施設

ユーアイ
27_大阪府 大阪市西淀川区佃2丁目2-58

田井内科クリニック 27_大阪府
大阪市西淀川区佃3丁目19-11 ルネッサンスク

レージュ1F

たつみ整形外科 27_大阪府 大阪市西淀川区佃3丁目19-99

こたけクリニック 27_大阪府 大阪市西淀川区柏里2-3-20 大西ビル2階

杉島クリニック 27_大阪府 大阪市西淀川区柏里2-4-6

医療法人 晃晴会 もりの眼科診療所 27_大阪府 大阪市西淀川区柏里2丁目8番14号

社会医療法人 愛仁会 千船病院 27_大阪府 大阪市西淀川区福町3丁目2番39号

相井医院 27_大阪府 大阪市西淀川区野里2-18-8

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会附属 

西淀病院
27_大阪府 大阪市西淀川区野里3-5-22

アダチ眼科医院 27_大阪府 大阪市大正区三軒家西1-2-7 石原ビル4F

やました皮フ科クリニック 27_大阪府 大阪市大正区三軒家西1-2-7 石原ビル4F

医療法人 秀盛会 さくらクリニック 27_大阪府 大阪市大正区三軒家西2-13-15

中尾こころのクリニック第一 27_大阪府
大阪市大正区三軒家西2丁目18-5 邦明会ビル

4F

足立医院 27_大阪府 大阪市大正区三軒家西3-6-3

五味クリニック 27_大阪府 大阪市大正区三軒家東1-19-3

よしむら整形外科 27_大阪府 大阪市大正区三軒家東4-5-12 R&Kビル4階

大正病院附属産婦人科クリニック 27_大阪府 大阪市大正区三軒家東4-6-8

なかみち眼科 27_大阪府 大阪市大正区小林西1-2-2

医療法人 愛信会 石村整形外科 27_大阪府 大阪市大正区小林西2-2-5

医療法人 笑久会 中尾こころのクリ

ニック第二
27_大阪府 大阪市大正区千島2-4-4

しのだ整形外科 27_大阪府 大阪市大正区千島2-4-4 パルティちしまC7

荘田診療所 27_大阪府 大阪市大正区泉尾1-8-16

にしもと耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市大正区泉尾3-11-15
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医療法人吉祥会 藤吉医院 27_大阪府
大阪市大正区泉尾4-17-12 東洋プラザ泉尾

105

小正医院 27_大阪府 大阪市大正区平尾3-16-15

山北内科クリニック 27_大阪府 大阪市大正区平尾4-23-13

医療法人 一ノ名医院 27_大阪府 大阪市大正区平尾4丁目22番13号

浅田クリニック 27_大阪府
大阪市中央区安土町2-4-1 浅田屋メディカル

ビル1F

医)坂本整形外科 27_大阪府
大阪市中央区安土町2丁目3-13 大阪国際ビル

16F

医療法人ケイズ会 茶屋町レディースク

リニック本町
27_大阪府 大阪市中央区瓦町3-2-15 瓦町ウサミビル2F

有本乳腺外科クリニック本町 27_大阪府 大阪市中央区瓦町3-2-15 瓦町ウサミビル3階

橋本膠原病リウマチクリニック 27_大阪府
大阪市中央区瓦町3丁目5番7号 野村不動産御

堂筋ビル4階

大阪婦人子供既製服健康保険組合 健康

管理室
27_大阪府 大阪市中央区久太郎町2-3-15

日本健康増進財団 大阪健診センター 27_大阪府 大阪市中央区久太郎町2-5-31

加納医院 27_大阪府 大阪市中央区玉造1-11-3

生活協同組合 ヘルスコープおおさか 

うえに生協診療所
27_大阪府 大阪市中央区玉造1-8-7

医療法人脳神経外科日本橋病院 27_大阪府 大阪市中央区高津3-2-22

虎谷診療所 27_大阪府 大阪市中央区高麗橋1-5-14-801

ザ・北浜タワー耳鼻咽喉科皮膚科クリ

ニック
27_大阪府

大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ・キタハマプラ

ザ3F

北浜よしおか内科クリニック 27_大阪府 大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ北浜プラザ3階

緒方洪庵記念財団 産婦人科くりにっく

おがた
27_大阪府 大阪市中央区今橋3丁目2番17号

かわぞえ医院 27_大阪府 大阪市中央区糸屋町1-1-6

YMメトロクリニック 27_大阪府 大阪市中央区宗衛門町2-13

水上クリニック 27_大阪府 大阪市中央区松屋町3-29 水上ビル1F

スガオ眼科 27_大阪府 大阪市中央区上本町西5-3-9 佐伯ビル3階

心斎橋はるメンタルクリニック 27_大阪府
大阪市中央区心斎橋筋1-1-1 心斎橋クラシッ

ク5F

イワサキ眼科 28_兵庫県 大阪市中央区心斎橋筋1-4-27

大宮診療所 27_大阪府 大阪市中央区神崎町4-5 田中ビル1階

貴島会クリニック 27_大阪府
大阪市中央区西心斎橋1-10-28 心斎橋Mビル

2F
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大海クリニック 27_大阪府
大阪市中央区西心斎橋1-13-25 SURE西心斎

橋5F

翁眼科 27_大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-4-5

船場センタービル白石耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市中央区船場中央2-1-4-4号館403

公益財団法人大阪国際がん治療財団 大

阪重粒子線センター
27_大阪府 大阪市中央区大手前3-1-10

的場眼科 27_大阪府 大阪市中央区谷町 6-1-14 大治ビル2F

ゆあさ内科 27_大阪府 大阪市中央区谷町1-2-8

そうしん堂レディスメンタルクリニッ

ク
27_大阪府

大阪市中央区谷町3-1-25 クレール大手前ソリ

スト303号

(医)幸生会 中林クリニック 27_大阪府 大阪市中央区谷町6-6-7 第5松屋ビル1階

医療法人 田中小児科医院 27_大阪府 大阪市中央区谷町6丁目14番23号

(医)山田医院 27_大阪府 大阪市中央区谷町6丁目17-21

医療法人 松本内科クリニック 27_大阪府 大阪市中央区谷町6丁目3-2

もり内科皮膚科クリニック 27_大阪府
大阪市中央区谷町6丁目4-14 メルベーユ谷町1

階

高山診療所 27_大阪府
大阪市中央区谷町9丁目3番11号 東谷町ビル2

階

AMA Clinic 淡路町院 27_大阪府 大阪市中央区淡路町3-2-13-3F

トミタクリニック 27_大阪府 大阪市中央区淡路町4-7-2

産科婦人科飯島病院 27_大阪府 大阪市中央区島之内2-15-4

小畠クリニック 27_大阪府 大阪市中央区東心斎橋2-5-27 幸田ビル3F

今泉医院 27_大阪府 大阪市中央区道修町2-6-6 塩野日生ビル7F

医療法人 内藤外科整形外科医院 27_大阪府
大阪市中央区道修町2丁目6-6 塩野・日生ビル

1階

丸川耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市中央区徳井町1-1-8 大手前NTビル2階

かただクリニック 27_大阪府
大阪市中央区内久宝寺町3-1-1 ハイグレード

谷五 1階

大阪薬業健康保険組合 薬業大阪診療所 27_大阪府 大阪市中央区内平野町3丁目2番5号

医療法人 前田眼科 27_大阪府 大阪市中央区内本町1-1-1 OCTビル1F

船場森野クリニック 27_大阪府
大阪市中央区南久宝寺町2-1-9 船場メディカ

ルビル3F

大阪金属問屋健康保険組合 27_大阪府 大阪市中央区南船場1-12-27

大阪金属問屋健康保険組合健康管理室 27_大阪府 大阪市中央区南船場1-12-27

(医)財団牟田会 牟田耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 大阪市中央区南船場2-5-9

医療法人 正育会 春木レディースクリ

ニック
27_大阪府 大阪市中央区南船場3-1-2-9
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医療法人 翔永会 飯島クリニック 27_大阪府
大阪市中央区南船場3-5-11 心斎橋フロントビ

ル7・8・9F

内藤眼科医院 27_大阪府
大阪市中央区南船場3-5-11 心斎橋フロントビ

ル8階

安水内科クリニック 27_大阪府
大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋

本町ビル5階

医療法人育生会 三好病院 27_大阪府 大阪市中央区南本町4-10-10

高見眼科 27_大阪府 大阪市中央区難波3-5-11 東亜ビル5F

なんば・ながたメンタルクリニック 27_大阪府 大阪市中央区難波3-5-8 3F

河合皮フ科医院 27_大阪府 大阪市中央区難波4-5-30

大阪なんばクリニック 27_大阪府 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ9F

藤崎耳鼻咽喉科めまい・アレルギーク

リニック
27_大阪府 大阪市中央区備後町2-1-1 第2野村ビル

トヨタクリニック 27_大阪府
大阪市中央区備後町2-1-1 第二野村ビル地下1

階

曲直部クリニック 27_大阪府 大阪市中央区伏見町2-5-7 岡田伏見町ビル

国立病院機構 大阪医療センター 27_大阪府 大阪市中央区法円坂2-1-14

和田医院 27_大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1丁目6番14号

中田クリニック 27_大阪府 大阪市中央区北浜1-1-21 第二中井ビル8階

三浦皮膚科 27_大阪府 大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所2階

西沢クリニック 27_大阪府 大阪市中央区北浜2-3-9 入商八木ビル1F

円尾神経科クリニック 27_大阪府 大阪市中央区北浜3-1-21 松崎ビル3F

くすのき整形外科 27_大阪府 大阪市中央区北浜3-5-20 松栄ビル3階

鮫島こころクリニック 27_大阪府 大阪市中央区本町 3-5-2-3F

医療法人厚匠会 うえだ医院 27_大阪府
大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本

町ビル4F

三木医院 27_大阪府 大阪市鶴見区安田4-8-2

安住医院 27_大阪府 大阪市鶴見区横堤1-1-5

医療法人三島クリニック 27_大阪府 大阪市鶴見区横堤2-23-7 NYPビル4/5F

しげた眼科クリニック 27_大阪府 大阪市鶴見区横堤3-11-14

すぎやま耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府
大阪市鶴見区横堤3-11-14 レジョンドール鶴

見緑地1階

今津生協診療所 27_大阪府 大阪市鶴見区今津中3-7-9

(医)川嵜耳鼻咽喉科 27_大阪府
大阪市鶴見区今津中5-7-4 デイブレイク210 

1F

竹中小児科 27_大阪府
大阪市鶴見区今津南1-5-37 鶴見グリーンレジ

デンス1F
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医療法人くすの木会 かたやまクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市鶴見区今津南1-5-39

玉岡耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市鶴見区今津南1-6-26

医療法人 富士会 富士診療所 27_大阪府 大阪市鶴見区今津南2-5-31

医療法人 朋桜会 たなかクリニック 27_大阪府 大阪市鶴見区諸口2-4-10

なかたクリニック 27_大阪府 大阪市鶴見区諸口4-1-2

松山眼科医院 27_大阪府 大阪市鶴見区鶴見3丁目5-12 尾本ビル4階

生活協同組合ヘルスコープおおさか 

コープおおさか病院
27_大阪府 大阪市鶴見区鶴見3丁目6番22号

医療法人 藤山診療所 27_大阪府
大阪市鶴見区鶴見4-16-12 ラフィーネシャン

ブル1階

日比野内科クリニック 27_大阪府
大阪市鶴見区鶴見5-5-16 メゾンシュールプ

ラージュ1階

医療法人 川上医院 27_大阪府 大阪市鶴見区徳庵1-1-64

寺内クリニック 27_大阪府 大阪市鶴見区浜3-2-3

糸原医院 27_大阪府 大阪市鶴見区浜4-7-18

いまにし医院 27_大阪府 大阪市鶴見区浜5丁目南1-13 モンピエース1階

医療法人 晃和会 北田医院 27_大阪府 大阪市鶴見区放出東2-4-1

松田耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市鶴見区放出東3-31-33

大阪鶴見ひなた内科・在宅クリニック 27_大阪府
大阪市鶴見区緑1丁目11-3 ベルデカーサ1・2

階

ちゆこどもクリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区36勝山3丁目6-8 SLビル2F

吉田耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市天王寺区烏ケ辻1-1-1 MIビル6F

川津皮膚科 27_大阪府 大阪市天王寺区烏ケ辻1-1-1 MIビル7F

ももだに皮ふ科クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区烏ヶ辻1-3-1 熊谷ビル5階

松永耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市天王寺区烏ヶ辻1-3-24 K’sスクエア4階

高クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区下味原町3-9 下味原BWIビル

6F

森本医院 27_大阪府 大阪市天王寺区玉造元町2-4 玉造トップス2F

医療法人 中村医院 27_大阪府 大阪市天王寺区玉造元町4-3

脇本産婦人科・麻酔科 27_大阪府 大阪市天王寺区空堀町1番19号

医療法人 後藤耳鼻咽喉科 寺田町院 27_大阪府
大阪市天王寺区国分町19-4 寺田町クリニック

ビル3階

ゆきこ&ようこレディースクリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区国分町3-26 4階

医療法人弘仁会 可児医院 27_大阪府 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5-45
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医療法人育誠会 寺田町こども診療所 27_大阪府
大阪市天王寺区寺田町2-4-7 寺田町第2ビル2

階

森田内科クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区勝山1-6-28

おぎの整形外科医院 27_大阪府 大阪市天王寺区勝山3-1-18

きむ循環器内科医院 27_大阪府 大阪市天王寺区勝山3-6-8 SLビル3F

大阪府医師会 27_大阪府 大阪市天王寺区上本町2-1-22

チヒロ皮膚科医院 27_大阪府 大阪市天王寺区上本町6-6-27 中川ビル2階

医療法人 亥埜クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区上本町6-9-17 上六日光ビル2

階

医療法人 博友会 藤谷クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目3-31-228

おおさき内科クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目9-21-1階

大阪府医師会保健医療センター 27_大阪府 大阪市天王寺区清水谷町19-14

こまい腎泌尿器科クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区清水谷町5-22

ともの木クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区清水谷町7-9

ツツミ内科 循環器科 27_大阪府 大阪市天王寺区生玉町2-3 小出ビル2F

よねもと内科クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区石が辻町18-21 上六ときビル3

階

くれないクリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区大道1-11-12

医療法人 喜多岡医院 27_大阪府 大阪市天王寺区大道3-1-23 EMA201

榊原クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区大道3-5-10-101

小林整形外科診療所 27_大阪府 大阪市天王寺区大道4-2-21

乳腺外科ヨシダクリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目11-23-201

医療法人社団 湯川胃腸病院 27_大阪府 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-10-2

医療法人 谷口クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-13-20 堂ヶ芝ビル

さいとう消化器内科クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13-2 エミネンス

堂ヶ芝1F

⾧田医院 27_大阪府 大阪市天王寺区南河堀町4-73

西下消化器クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区南河堀町6-33

おおつかレディースクリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区南河堀町9-40

片岸医院 27_大阪府 大阪市天王寺区南河堀町9-41

医療法人コスモス会 フジモト眼科 天

王寺ミオ分院
27_大阪府 大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO 8F

医療法人 松徳会 桃山クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-22 vita 

momoyama 2F

医療法人 早石会 早石病院 27_大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2番75号

医療法人太雅会 辻賢太郎クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-52 ウェルライフ上

本町202

田辺整形外科 上本町クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-52-208

島田クリニック 27_大阪府 大阪市天王寺区北河堀町9-28
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医療法人 岡田会 岡田クリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区堀越町16番10号 大信ビル7.8

階

左診療所 27_大阪府
大阪市天王寺区味原町13-11-2 味原トータル

ライフビル6階

ちかえレディースクリニック 27_大阪府
大阪市天王寺区味原町14-4 レザックセントラ

ルビル1階

田渕医院 27_大阪府 大阪市都島区御幸町2-5-3

ごとう内科クリニック 27_大阪府 大阪市都島区善源寺町2-2-22

つつみ整形外科・皮膚科クリニック 27_大阪府 大阪市都島区善源寺町2-2-22-2F

池田耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市都島区大東町1-9-1

天野クリニック 27_大阪府 大阪市都島区大東町2-5-24

安芸医院 27_大阪府 大阪市都島区中野町1丁目3-18

橋爪医院 27_大阪府 大阪市都島区都島中通3-4-5-101

京橋耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市都島区都島南通2-4-17

大阪市立総合医療センター 27_大阪府 大阪市都島区都島本通2-13-22

竹谷クリニック 27_大阪府 大阪市都島区都島本通2-16-11

コープ都島クリニック 27_大阪府 大阪市都島区都島本通3-17-10

ひげクリニック 27_大阪府 大阪市都島区都島本通3-24-6 西田ビル1階

梅川クリニック 27_大阪府 大阪市都島区都島本通3-24-7

医療法人 泉野医院 27_大阪府 大阪市都島区都島本通4-20-35

鈴木内科クリニック 27_大阪府 大阪市都島区東野田町2-9-7 K2ビル1F

小路眼科クリニック 27_大阪府 大阪市都島区東野田町4-4-15

医療法人社団 宏久会 泉岡医院 27_大阪府 大阪市都島区東野田町5-5ー8

医療法人 池田クリニック大阪 27_大阪府 大阪市都島区片町1-5-4 栄ビル3階

医療法人 北村医院 27_大阪府 大阪市都島区片町2-4-5 京橋駅前ビルB1

ふなうち内科クリニック 27_大阪府
大阪市都島区友渕町2-1-5 ともぶちクリニッ

クビル4F

ふみもとクリニック 27_大阪府 大阪市都島区友渕町2丁目15-7

杉浦眼科 27_大阪府 大阪市東住吉区駒川3-1-7

中井眼科 27_大阪府 大阪市東住吉区駒川3-27-25

内科・循環器科・耳鼻咽喉科 吉田医院 27_大阪府 大阪市東住吉区駒川4-12-5

天野整形外科 27_大阪府 大阪市東住吉区駒川4-1-5

和田耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 大阪市東住吉区駒川4-7-15

淀井病院 27_大阪府 大阪市東住吉区桑津2-8-8

中浜医院 27_大阪府 大阪市東住吉区桑津3-12-18

たなか医院 27_大阪府
大阪市東住吉区杭全1-16-2 シャンブル杭全1

階

医療法人 裕雅会 有馬外科整形外科 27_大阪府 大阪市東住吉区杭全3-1-1
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医療法人 井上クリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区杭全5-8-15

渡辺医院 27_大阪府 大阪市東住吉区杭全8-2-28

東住吉スズキクリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区今川3-12-12

医療法人西村会 西村診療所 27_大阪府 大阪市東住吉区山坂2-4-4

南大阪小児リハビリテーション病院 27_大阪府 大阪市東住吉区山坂5-11-21

慶元クリニック 27_大阪府
大阪市東住吉区山坂5-16-25 パールタウン鶴

ケ丘1F

医療法人 和田医院 27_大阪府 大阪市東住吉区山坂5-2-8

医療法人 松山診療所 27_大阪府 大阪市東住吉区住道矢田1-25-5

医)医道会 中島医院 27_大阪府 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1-10-15

宮﨑医院 27_大阪府 大阪市東住吉区針中野3-10-20

藤井クリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区針中野3-9-24

田島医院 27_大阪府 大阪市東住吉区西今川1-6-16

おおしろ耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市東住吉区西今川2丁目14-12

矢野内科 27_大阪府 大阪市東住吉区鷹合2-13-16

医療法人 武知小児科内科 27_大阪府 大阪市東住吉区鷹合2-17-4

藤村外科医院 27_大阪府 大阪市東住吉区鷹合3-14-17

医療法人 若葉会 上田医院 27_大阪府 大阪市東住吉区鷹合3-16-18

阿部耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市東住吉区鷹合3-17-31

北島クリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区鷹合4-13-17

もりやまクリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区中野4丁目12-16

村田外科整形外科クリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区田辺2-11-33

医療法人 金子外科 27_大阪府 大阪市東住吉区東田辺2-27-8

フジモト眼科 27_大阪府 大阪市東住吉区湯里1-3-22

中尾クリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区南田辺1-7-2

あさこまごころ皮膚科 27_大阪府 大阪市東住吉区北田辺4-18-10 RA北田辺1階

医療法人 たけだクリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区北田辺4-8-7

(医)ウマノ整形外科クリニック 27_大阪府 大阪市東住吉区矢田2-17-3

島田内科 27_大阪府 大阪市東住吉区矢田4-10-17

医療法人 大庭医院 27_大阪府 大阪市東成区玉津2-14-29

医療法人 ⾧田医院 27_大阪府 大阪市東成区深江南1-10-8

外科野﨑病院 27_大阪府 大阪市東成区深江南2-20-15

医療法人 恵友会(財団) 内藤病院 27_大阪府 大阪市東成区深江南2-7-23

光林クリニック 27_大阪府 大阪市東成区深江北1-3-19

医療法人 澤見内科 27_大阪府 大阪市東成区深江北2-2-3

医療法人 神愛会 宮本クリニック 27_大阪府 大阪市東成区神路3-10-4

よつ葉クリニック 27_大阪府 大阪市東成区大今里3-14-23

医療法人 大野医院 27_大阪府 大阪市東成区大今里西1-17-26

医療法人 中田クリニック 27_大阪府 大阪市東成区大今里西1-6-33
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医療法人 野中会 東成病院 27_大阪府 大阪市東成区大今里西2丁目7番17号

富畑内科クリニック 27_大阪府 大阪市東成区大今里西3-2-68

社会医療法人 大道会 森之宮クリニッ

ク
27_大阪府 大阪市東成区中道1-3-15

医療法人 明青会 たまつくりクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市東成区中道3-15-16

医療法人 仁志会 西眼科病院 27_大阪府 大阪市東成区中道4-14-26

医療法人 はせべ医院 27_大阪府 大阪市東成区中本1-10-17

森ノ宮医療学園附属 みどりの風クリ

ニック
27_大阪府 大阪市東成区中本3-15-18

矢木脳神経外科病院 27_大阪府 大阪市東成区東今里2-12-13

医療法人 大平会 大森クリニック 27_大阪府 大阪市東成区東小橋1-10-6

りゅう耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府
大阪市東成区東小橋1-9-19 JR玉造駅NKビル

5F

うえのメンタルクリニック 27_大阪府
大阪市東成区東小橋1-9-19 JR玉造駅NKビル

6F

鶴橋メンタルクリニック 27_大阪府
大阪市東成区東小橋3-14-31 鶴橋ライフビル

3F

すがま呼吸器内科・整形外科 27_大阪府 大阪市東成区東中本2-15-2

前田診療所 27_大阪府 大阪市東成区東中本2-16-19

医療法人西井クリニック 27_大阪府 大阪市東成区東中本2-16-28

赤井内科泌尿器科クリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区井高野2-5-8

かわせ小児科 27_大阪府
大阪市東淀川区井高野2-5-8 井高野中央ビル2

階

(医)吉田クリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区下新庄1-11-8

淀川キリスト教病院 27_大阪府 大阪市東淀川区柴島1-7-50

牛尾整形外科 27_大阪府 大阪市東淀川区小松1-4-6

浜田整形外科 27_大阪府 大阪市東淀川区瑞光1-12-12 シセイビル1F

上畑眼科クリニック 27_大阪府
大阪市東淀川区瑞光4-12-27 ハイツアゼリア1

階102号

横井整形外科 27_大阪府 大阪市東淀川区瑞光5-5-5 アゼリアⅡ1階

医療法人 橋本眼科医院 27_大阪府 大阪市東淀川区菅原6-25-16

おおはらクリニック 27_大阪府
大阪市東淀川区西淡路1-15-10 淀川グリーン

ハイツ1F

平井クリニック 27_大阪府
大阪市東淀川区西淡路1-16-13 新大阪MFDビ

ル2F

よどがわ保健生協 淡路診療所 27_大阪府 大阪市東淀川区西淡路5-11-11

医療法人 桃和会うえのクリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区大桐1-7-16

河合内科医院 27_大阪府 大阪市東淀川区大隅2-6-15
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よしかクリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区大道南3丁目14-4

渋川医院 27_大阪府 大阪市東淀川区淡路3-13-24

敬心会 勝久医院 27_大阪府 大阪市東淀川区淡路4丁目1番28号

高木眼科クリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区淡路5-5-3

医療法人 誉祐会 はりの眼科 27_大阪府
大阪市東淀川区東淡路4-28-14 E’sメディテラ

ス2階

ヒロレディースクリニック 27_大阪府
大阪市東淀川区東淡路4-30-2 イーズメディテ

ラスⅡ4階

淀川平成病院 27_大阪府 大阪市東淀川区東中島6-9-3

くりもと循環器クリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区南江口2-7-29

コープこぶし通り診療所 27_大阪府 大阪市東淀川区豊新1-3-1

西田医院 27_大阪府 大阪市東淀川区豊新3-15-14

東永内科リウマチ科 27_大阪府 大阪市東淀川区豊新5丁目6-19

山本クリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区豊里2丁目1-4-109

医療法人 順心会 藤本クリニック 27_大阪府 大阪市東淀川区豊里5丁目21-15

医療法人 のま耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市東淀川区豊里6-1-9 ヴィラ藤Ⅱ1F

医療法人 和光会 光井診療所 27_大阪府 大阪市東淀川区豊里6-4-14

医療法人 成仁会 成仁会病院 27_大阪府 大阪市東淀川区豊里7-19-27

沖中眼科 27_大阪府
大阪市東淀川区豊里7-19-7 第12高光マンショ

ン1階

医療法人 あさひ耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市福島区海老江1-2-17

医療法人 寿佳会 いまだ整形外科クリ

ニック
27_大阪府

大阪市福島区海老江1-2-17 阪神野田駅前ノー

スサイドビル2階

さのこどもクリニック 27_大阪府
大阪市福島区海老江1-2-17 阪神野田駅前ノー

スサイドビル3F

やまなかクリニック 27_大阪府 大阪市福島区海老江2丁目1-4

梅田医院 27_大阪府 大阪市福島区海老江7-10-14

えんどうこどもの心診療所 27_大阪府 大阪市福島区吉野2丁目14-4 窪田ビル2F

すが整形外科 形成外科 27_大阪府 大阪市福島区吉野5-14-12

耳鼻咽喉科⾧谷川クリニック 27_大阪府 大阪市福島区吉野5-14-12

医療法人 健昌会 福島診療所 27_大阪府 大阪市福島区玉川2-12-16

もりかわ内科クリニック 27_大阪府 大阪市福島区玉川4-14-11

医療法人 愛幸会 くまだ内科・小児科

クリニック
27_大阪府 大阪市福島区玉川4-6-11

医療法人成基会 相坂クリニック 27_大阪府 大阪市福島区鷺洲2-12-20

てらい眼科 27_大阪府 大阪市福島区鷺洲4丁目3-23-105

松本クリニック 27_大阪府 大阪市福島区鷺洲5-9-8

はった耳鼻咽喉科 27_大阪府
大阪市福島区鷺洲5丁目6-69 フローレンス

ヴィラさぎす1F
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大阪ブレストクリニック 27_大阪府 大阪市福島区大開1-13-8

飯田眼科医院 27_大阪府 大阪市福島区大開1-14-5

中島小児科診療院 27_大阪府 大阪市福島区大開2丁目3-5

くらます耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府
大阪市福島区福島1-1-51 堂島クロスウォーク

4階

浄正診療所 27_大阪府 大阪市福島区福島2-10-23

渡辺医院 27_大阪府 大阪市福島区福島4-5-58

ちかこどもくりにっく 27_大阪府 大阪市福島区福島5-18-25 3階

福島アイクリニック 27_大阪府
大阪市福島区福島5-6-16 ラグザ大阪サウスオ

フィス4F

医療法人臨研会 今川クリニック 27_大阪府 大阪市福島区福島6-4-10 ウエストビル2階

上福島診療所 27_大阪府 大阪市福島区福島7丁目4番地27号

医療法人好輝会 梶本クリニック 27_大阪府 大阪市福島区福島七丁目6番13号 上福島ビル

医療法人燦惠会 首藤病院 27_大阪府 大阪市福島区野田5-18-16

あおやま医院 27_大阪府
大阪市福島区野田6丁目5-41 リバーガーデン

福島N-102

福嶋クリニック 27_大阪府 大阪市平野区瓜破1-3-12

井藤医院 27_大阪府 大阪市平野区瓜破2-1-65 ミタカホーム8番1階

おりた皮フ科 27_大阪府
大阪市平野区瓜破2丁目1-71 阪谷門弐番館

101

医療法人 浅田医院 27_大阪府 大阪市平野区瓜破2丁目3番2号

吉村医院 27_大阪府 大阪市平野区瓜破3-2-40

おおあらクリニック 27_大阪府 大阪市平野区瓜破西1-6-24

どい総合クリニック 27_大阪府 大阪市平野区瓜破西2-10-30

医療法人 井上クリニック 27_大阪府 大阪市平野区瓜破西2-7-49

腎・泌尿器科 成田クリニック 27_大阪府 大阪市平野区瓜破東2丁目10-13 2階

かみや内科 27_大阪府 大阪市平野区瓜破二丁目3番35号

寺下医院 27_大阪府 大阪市平野区加美鞍作3-10-17

成仁会酒井医院 27_大阪府 大阪市平野区加美正覚寺2-6-14

黒瀬胃腸科外科診療所 27_大阪府 大阪市平野区加美西2丁目8番1号

医療法人 美櫻会 平本眼科クリニック 27_大阪府 大阪市平野区加美東1-13-43

高木レディースクリニック 27_大阪府 大阪市平野区加美東1-13-44 OTM3階

医療法人 誠仁会  さだ内科クリニック 27_大阪府 大阪市平野区加美東1-13-44-101

医療法人 雄誠会 ミスミ診療所 27_大阪府 大阪市平野区加美東2丁目3番3号

あずま整形外科リハビリテーションク

リニック
27_大阪府

大阪市平野区加美東4丁目11-15 プラムガーデ

ンハイツ1F
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田中整形外科 27_大阪府 大阪市平野区加美北5-10-52

樹クリニック 27_大阪府 大阪市平野区加美北8-18-41

山田診療所 27_大阪府 大阪市平野区喜連5-1-19

川満整形外科 27_大阪府 大阪市平野区喜連西4-6-69-101

いぬいクリニック 27_大阪府 大阪市平野区喜連東3-5-60

医療法人 一幸会 いっしん整形外科 27_大阪府 大阪市平野区喜連東5-16-22

山田クリニック 27_大阪府 大阪市平野区西脇3-2-7

医療法人 宇野耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉出戸4丁目1-23

⾧谷川整形外科医院 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉出戸5-2-13

医療法人 青山会 川越診療所 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉川辺3-8-6

医療法人 典宝会 あかばねクリニック 27_大阪府
大阪市平野区⾧吉⾧原1-4-6 イオン⾧吉店駐

車場1階

日野レディースクリニック 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉⾧原3-16-6

うらたクリニック 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉⾧原西3-3-18

河合眼科 27_大阪府
大阪市平野区⾧吉⾧原東1-7-16 メゾンカタケ

1F

大西耳鼻咽喉科医院 27_大阪府
大阪市平野区⾧吉⾧原東3-1-71 ⾧原レジデン

ス2F

毛受医院 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉⾧原東3-5-1

医療法人 永真会 おかのクリニック 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉六反2-5-6

岡部耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉六反2-6-39

医療法人 上田外科医院 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉六反3-4-20

整形外科すずきクリニック 27_大阪府 大阪市平野区⾧吉六反3-5-2

吉田眼科医院 27_大阪府 大阪市平野区背戸口1-21-21-1F

原田医院 27_大阪府 大阪市平野区背戸口4-7-7

かねしろ内科クリニック 27_大阪府 大阪市平野区背戸口5-5-16

医療法人 平山整形外科 27_大阪府 大阪市平野区背戸口5-6-26

医療法人 隆星会 木下内科クリニック 27_大阪府 大阪市平野区背戸口5-6-29

竹村皮フ科クリニック 27_大阪府 大阪市平野区平野宮町1-5-5-173

医療法人 向坂医院 27_大阪府 大阪市平野区平野元町8番15号

平井診療所 27_大阪府 大阪市平野区平野市町2-7-10

松村小児科医院 27_大阪府 大阪市平野区平野西6丁目5番33号

松本病院 27_大阪府 大阪市平野区平野東1-8-9

伸友クリニック 27_大阪府 大阪市平野区平野南3-4-5

柳医院 27_大阪府 大阪市平野区平野南4-2-3

医療法人 孝至会 みのりクリニック 27_大阪府
大阪市平野区平野北1-9-8 武陵平野駅前医療

複合ビル2階

医療法人 米川医院 27_大阪府 大阪市平野区平野北2-2-30

わたなべ脳神経外科クリニック 27_大阪府 大阪市平野区平野本町2-10-25
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酒井内科・小児科 27_大阪府 大阪市平野区平野本町5-8-31

古川耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市平野区流町1丁目1番6号 山三ビル2階

坪田医院 27_大阪府 大阪市平野区流町3―2-4

田中診療所 27_大阪府 大阪市北区角田町1-20 フキヤビル7階

医療法人 越田クリニック 27_大阪府 大阪市北区角田町1番12号

医療法人 西村耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市北区角田町8-47

梅田ササセ皮フ科 27_大阪府 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル22F

江川整形外科形成外科 27_大阪府 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル22階

医療法人 大歳内科 27_大阪府 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル22階

北阪急ビル診療所 27_大阪府 大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル3F

にしむら内科・糖尿病クリニック 27_大阪府 大阪市北区芝田1丁目10-8 山中ビル6F

藤林クリニック 27_大阪府 大阪市北区芝田2-6-30 梅田清和ビル5階

医療法人 林クリニック 27_大阪府
大阪市北区芝田2-7-18 ルーシッドスクエア梅

田1F

(医)太一会ながしまクリニック 27_大阪府 大阪市北区芝田2-9-19 イノイ第二ビル5F

梅田NORI内科・消化器内科クリニッ

ク
27_大阪府 大阪市北区小松原町3-3 OSビル8階

安達クリニック 27_大阪府 大阪市北区松ヶ枝町1-3 いちご南森町ビル1階

医療法人 石井クリニック 27_大阪府 大阪市北区菅栄町10-12

大江橋クリニック 27_大阪府 大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル1階

佐野医院 27_大阪府 大阪市北区西天満3丁目14-16

木村クリニック 27_大阪府 大阪市北区西天満4丁目12-17

日本予防医学協会附属診療所 ウエル

ビーイング南森町
27_大阪府 大阪市北区西天満5-2-18

(医)太融寺町谷口医院 27_大阪府 大阪市北区太融寺町4-20-4F

すずきクリニック 27_大阪府 大阪市北区太融寺町6-8 阪急産業梅田ビル6階

錦秀会インフュージョンクリニック 27_大阪府
大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タ

ワーB 9F

かしいクリニック 27_大阪府
大阪市北区大淀中3-11-32 ドムール北三番館

1F

医療法人 恵生会 吉本診療所 27_大阪府 大阪市北区大淀中3-2-12

かとうメンタルクリニック 27_大阪府 大阪市北区大淀南1-11-16 大都ビル4階

医療法人 八杉クリニック 27_大阪府 大阪市北区池田町1-75-102

医療法人 近藤クリニック 27_大阪府 大阪市北区茶屋町1-27
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恵生会アプローズタワークリニック 27_大阪府 大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー7F

東本内科 27_大阪府 大阪市北区茶屋町3-1 三晃ビル2階

医療法人 駆和会 茶屋町ブレストクリ

ニック
27_大阪府 大阪市北区茶屋町3-1 三晃ビル4階

たなかクリニック 27_大阪府 大阪市北区茶屋町3-14 大西茶屋町ビル3階

茶屋町ササセ皮フ科 27_大阪府 大阪市北区茶屋町3-14 大西茶屋町ビル4.5F

おおさか内分泌診療所 27_大阪府 大阪市北区茶屋町4-6 タケムラビル4階

茶屋町なの花眼科 27_大阪府 大阪市北区茶屋町5-8  MEFULL茶屋町1F

西木診療所 27_大阪府 大阪市北区中崎1-2-25 アクシオ梅田東1F

医療法人 近藤クリニック 梅田東血液

浄化クリニック
27_大阪府 大阪市北区中崎1-2-25 アクシオ梅田東2階

にしひら内科クリニック 27_大阪府 大阪市北区中崎西1-4-24

大ビル湯徳医院 27_大阪府 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル5階

一般財団法人 住友病院 27_大阪府 大阪市北区中之島5-3-20

篠原医院 27_大阪府 大阪市北区⾧柄中1-3-15

てんじん整形外科リウマチ科 27_大阪府 大阪市北区天神橋1-13-4

坂上内科 27_大阪府 大阪市北区天神橋2-3-10-203

やすたけちえ心のクリニック 27_大阪府
大阪市北区天神橋2-3-16 AXIS南森町Ⅱ

BJD.5F

山尾診療所 27_大阪府 大阪市北区天神橋2-4-22

南森町レディースクリニック 27_大阪府 大阪市北区天神橋2-5-25

南森町いしだ皮フ科 27_大阪府
大阪市北区天神橋2丁目北1-21 八千代ビル東

館1階A

はせがわ診療所 27_大阪府 大阪市北区天神橋3丁目2-10 5階

石村内科循環器科 27_大阪府
大阪市北区天神橋4-7-13 イトーピア扇町ビル

2F

川島産婦人科クリニック 27_大阪府 大阪市北区天神橋5-5-23

医療法人 森下眼科 27_大阪府 大阪市北区天神橋5-6-13

祐斎堂森本クリニック 27_大阪府 大阪市北区天神橋5-7-10 さかしんビル2F

小西耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市北区天神橋5-7-11

太田診療所 27_大阪府 大阪市北区天神橋6-2-14

医療法人コスモス会コスモスクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市北区天神橋6-5-7 天六ビル2階

医療法人コスモス会フジモト整形外科 27_大阪府 大阪市北区天神橋6-5-7 天六ビル3階

医療法人コスモス会フジモト眼科天六

本院
27_大阪府 大阪市北区天神橋6-6-4 2階
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わかい内科・循環器科 27_大阪府 大阪市北区天神橋6-6-4 平蔵ビル3F

社会医療法人 協和会 加納総合病院 27_大阪府 大阪市北区天神橋7-5-15

天6ササセ皮フ科 27_大阪府
大阪市北区天神橋7-6-3 OsakaMetro天神橋筋

六丁目ビル

セブンメンタルクリニック 27_大阪府
大阪市北区天神橋7丁目6-3 OsakaMetro天六

ビル3F

田淵医院 27_大阪府 大阪市北区天満1-19-1

鈴木クリニック 27_大阪府 大阪市北区天満2丁目1-6 エムエスビル2F

加藤皮膚科 27_大阪府 大阪市北区天満橋1-8-30  OAPタワー12F

ゆかり皮膚科 27_大阪府 大阪市北区東天満2-4-15 森ビル1階

藤川内科クリニック 27_大阪府 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル4F

堂島内科・消化器内科クリニック 27_大阪府 大阪市北区堂島2丁目4-27-B1F

塙耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市北区南森町2-1-23 藤原ビル301

稲葉眼科 27_大阪府 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル 1F

梅田内科ファミリークリニック 27_大阪府
大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイース

ト5F

ほしやま整形外科医院 27_大阪府
大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイース

ト5F

ほしやまクリニック 27_大阪府
大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイース

ト5階

粉川眼科 27_大阪府
大阪市北区梅田1丁目2-2-200 大阪駅前第2ビ

ル2階

ワタナベ眼科 27_大阪府
大阪市北区梅田1丁目大阪駅前 ダイヤモンド

地下街(ディアモール大阪)5-5270

医療法人 国崇会 北中レディースクリ

ニック
27_大阪府

大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエス

ト4F

シロノクリニック 大阪院 27_大阪府
大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエス

ト4F

革嶋クリニック 27_大阪府 大阪市北区梅田2-4-13 阪神産経桜橋ビル2F

桜橋渡辺病院 27_大阪府 大阪市北区梅田2-4-32

荻野耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市北区梅田2-4-36 上島ビル5F

ボー・クリニック 27_大阪府 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスプラザ4F

医療法人ガクト会 ナグモクリニック大

阪
27_大阪府

大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス

西梅田14F

医療法人コスモス会 フジモト眼科ルク

ア大阪分院
27_大阪府 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪9F 905-2

理療法人 小杉整形外科 27_大阪府
大阪市北区梅田3丁目1番1号 大阪ターミナル

ビル17階
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社会医療法人行岡医学研究会 行岡病院 27_大阪府 大阪市北区浮田2-2-3

若月クリニック 27_大阪府 大阪市北区豊崎1-6-8

医療法人 小山眼科 27_大阪府 大阪市北区豊崎3-15-14

うめだファティリティークリニック 27_大阪府 大阪市北区豊崎3-17-6

樋口医院 27_大阪府 大阪市北区本庄西2-5-26

さいか耳鼻咽喉科 27_大阪府 大阪市北区本庄西2-6-16

北村眼科医院 27_大阪府
大阪市北区本庄東1-1-10 RISE88ビル1階103

号

扇町レディースクリニック 27_大阪府 大阪市北区野崎町1-20

(医)吉田クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区下新庄1-11-8 シティガーデン新

庄101号

医療法人 桂寿会 桂寿クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区加島2-4-8

西村内科・神経内科クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区加島3丁目中8-16

恵理子内視鏡クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル

2F

医)弘正会 ふくだ内科クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル2

階

おおつきクリニック 27_大阪府 大阪市淀川区三国本町2-18-30

おばやしクリニック 27_大阪府 大阪市淀川区三国本町3-37-35-305

医療法人 藤本医院 27_大阪府 大阪市淀川区三津屋南2-17-12

5thササセ皮フ科 27_大阪府
大阪市淀川区三津屋北1-34-11 神崎川クリ

ニックモールⅡ2F

医療法人 大西クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区三津屋北1-5-20

いわた内科・耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区三津屋北1丁目36-6 神崎川クリ

ニックモール2階

井上クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区十三元今里1-7-22

緒方会クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区十三元今里2-10-11

額田眼科診療所 27_大阪府 大阪市淀川区十三元今里2-1-21

ササセ皮フ科第2診療所 27_大阪府
大阪市淀川区十三東2-7-17 十三駅前東クリ

ニックビル3F

外科豊田医院 27_大阪府 大阪市淀川区十三東3-14-4

細江クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区十三東3-5-13

第2秀壮会クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区十三本町1-12-15 ドルチェ

ヴィータファーストビル2階

医療法人謙祐会 奥田医院 27_大阪府 大阪市淀川区新高5-4-28

中川整形外科クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区新高6-7-14

きぬがわ内科循環器内科 27_大阪府 大阪市淀川区新北野3-12-7

社会医療法人 協和会 北大阪病院 27_大阪府 大阪市淀川区西宮原2-7-17
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はるなクリニック 27_大阪府 大阪市淀川区西三国1-3-13-202

貴生病院 27_大阪府 大阪市淀川区西三国1丁目18番4号

にしさか腎・泌尿器科クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区西三国3-9-36 カーサミヤ1F

モト心療内科クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区西三国4-8-19 三国ビル4階

医療法人 敬節会 西中島クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区西中島3-2-11

医療法人大成会 しんおおさかクリニッ

ク
27_大阪府 大阪市淀川区西中島5-13-17-5F

すみれ会 今井クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区西中島6-5-21 GRIT Bldg.2階

にじクリニック 27_大阪府
大阪市淀川区西中島6丁目11番31号 レーベ

ネックス2F

医療法人遊心会 咲く花診療所 27_大阪府
大阪市淀川区西中島六丁目7番20号 クルーム

新大阪1番館1階・2階

医療法人秀壮会  秀壮会クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区塚本2-19-12

医療法人 松岡眼科 27_大阪府 大阪市淀川区塚本2-24-8

ササセ皮フ科 27_大阪府 大阪市淀川区塚本2-24-8 タバタビル6F

渡辺医院 27_大阪府 大阪市淀川区塚本2丁目10番14号

田辺整形外科塚本クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区塚本2丁目24-8 タバタビル2F

橋本クリニック 27_大阪府 大阪市淀川区塚本3-13-9

医療法人 すみくらクリニック 27_大阪府 大阪市淀川区塚本5-6-17

別當眼科 27_大阪府 大阪市淀川区東三国1-5-17

吉村内科クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区東三国2-38-3 トーヨーハイロン

ビル1F

福井整形外科 27_大阪府 大阪市淀川区東三国4-1-8

岡本眼科医院 27_大阪府
大阪市淀川区東三国6-1-40 キャメル東三国ビ

ル1F

医療法人 和光会 光井診療所 27_大阪府 大阪市淀川区豊里6-4-14

うえだクリニック 27_大阪府 大阪市淀川区木川西2-6-3

北大阪生活協同組合 十三病院 27_大阪府 大阪市淀川区木川西3-4-15

久保クリニック 27_大阪府
大阪市淀川区木川東1-11-19 有馬パレス西中

島1階

広実医院 27_大阪府
大阪市淀川区木川東3-3-32 サンスクエア新大

阪2階

特別養護老人ホームなにわ医務室 27_大阪府 大阪市浪速区幸町2-3-11

医療法人健昭会 なにわ病院 27_大阪府 大阪市浪速区幸町2丁目3番11号

医療法人孝尽会  透析クリニック大正

橋
27_大阪府 大阪市浪速区幸町3丁目8番18号

桜川よしえクリニック 27_大阪府
大阪市浪速区桜川2-2-31 ザクロコーポレー

ションビル1階

医療法人 満領会 有田医院 27_大阪府 大阪市浪速区桜川4-11-16
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医療法人 正光会 橋村医院 27_大阪府 大阪市浪速区大国2-6-11

ひかりクリニック 27_大阪府 大阪市浪速区大国3-8-18 エレガント光ビル2F

はしもとクリニック 27_大阪府 大阪市浪速区難波中2-2-12 有馬ビル7F

やえがきナンバメンタルクリニック 27_大阪府 大阪市浪速区難波中3-14-8

前田クリニック 27_大阪府 大阪市浪速区日本橋4-7-19

井上医院 27_大阪府 大阪市浪速区日本橋東2-3-13

竹中医院 27_大阪府 大阪市浪速区日本橋東3-16-19

沢井眼科 27_大阪府 大阪市浪速区日本橋東3-7-7-2F

中村クリニック 27_大阪府 大阪市浪速区敷津西2-15-8 岡本ビル1F

菱川クリニック 27_大阪府 大阪市浪速区立葉1丁目1番7号

上川耳鼻咽喉科 27_大阪府 大東市錦町10-3

寺川クリニック 27_大阪府 大東市寺川4-2-30

大東医院 27_大阪府 大東市諸福3-6-10

仁泉会病院 27_大阪府 大東市諸福8-2-22

水野医院 27_大阪府 大東市新町8-9

(医) 白築医院 (しらつき医院) 27_大阪府 大東市新田本町10-3

荒川眼科 27_大阪府 大東市赤井1-3-14

若杉耳鼻咽喉科 27_大阪府
大東市赤井1-4-3 ポップタウン住道オペラ

パーク3F

こじま眼科 27_大阪府
大東市赤井1-4-3 ポップタウン住道オペラ

パーク3F

いそのかみ皮フ科 27_大阪府 大東市赤井1-5-4 ラプラス住道202

森田内科クリニック 27_大阪府 大東市赤井1丁目1番16号

小林小児科内科クリニック 27_大阪府 大東市赤井2-2-21

加納整形外科 27_大阪府 大東市扇町15-1 加納整形外科2階

南医院 27_大阪府 大東市中楠の里町15-13

医療法人 井上産婦人科クリニック 27_大阪府 大東市氷野1-8-26

医療法人 仁知会 渋谷医院 27_大阪府 大東市北楠の里町24-27 デュアル四条畷1F

医療法人 旭ヶ丘ホリクリニック 27_大阪府 池田市旭丘2-10-2

さやまクリニック 27_大阪府 池田市井口堂1-9-26

医療法人 明寿会 林原整形外科 27_大阪府 池田市宇保町5番8番

大久保クリニック 27_大阪府 池田市栄町9-13 サカエマチ壱番館

あくたがわクリニック 27_大阪府 池田市五月丘2丁目2番2号

よしもと耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 池田市呉羽町1-1 サンシティ池田3階

川口レディースクリニック 27_大阪府 池田市呉服町1-1 サンシティ池田西館305

医療法人 ほりお皮フ科クリニック 27_大阪府 池田市呉服町1番地1 サンシティ池田127-1

北村耳鼻咽喉科 27_大阪府 池田市呉服町2-20 クレハ220ビル1階

たみず皮フ科 27_大阪府 池田市呉服町3-9 サンロイヤル池田駅前2F
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まきこどもクリニック 27_大阪府 池田市呉服町1-1 サンシティ池田西館3F

河野医院 27_大阪府 池田市渋谷2-5-11

大里クリニック 27_大阪府 池田市上池田1-8-13

松原内科 27_大阪府 池田市城南2-3-1

市立池田病院 27_大阪府 池田市城南3丁目1番18号

すぎもとクリニック 27_大阪府 池田市菅原町2-8 グルーラ池田2F

鈴木皮膚科クリニック 27_大阪府 池田市菅原町8-13

医療法人 池上皮膚科 27_大阪府 池田市石橋1-11-16

秀悠会 中川クリニック 27_大阪府 池田市石橋1-23-10 乾ビル2F～4F

井上医院 27_大阪府 池田市石橋1-4-4

つねとし内科クリニック 27_大阪府 池田市石橋2-12-2

いしこ循環器内科クリニック 27_大阪府 池田市天神2丁目3-13 カーサ天神A-1

秋澤クリニック 27_大阪府 池田市東山町546

尾松医院 27_大阪府 池田市豊島北2-3-16

小川内科 27_大阪府 池田市緑丘1-2-8

さつき皮ふ科 27_大阪府
池田市緑丘2-8-16 池田みどり丘クリニックビ

ル2階

はたまクリニック 27_大阪府 東大阪市衣摺2-15-4

医療法人 五月会 おかクリニック 27_大阪府 東大阪市衣摺5-19-37

松本医院 27_大阪府 東大阪市稲田本町3-18-17

原田整形外科 27_大阪府 東大阪市稲田本町3-3-13

森田医院 27_大阪府 東大阪市瓜生堂1-2-10

とちの耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府
東大阪市瓜生堂3-1-11 瓜生堂クリニックビル

1F

原クリニック 27_大阪府
東大阪市瓜生堂3-1-11 瓜生堂クリニックビル

2階

やまさだ眼科 27_大阪府
東大阪市瓜生堂3-1-11 瓜生堂クリニックビル

3階

平松医院 27_大阪府 東大阪市永和1-1-13

(医)弘清会 中辻眼科 27_大阪府 東大阪市永和2丁目2番31号

西村内科・胃腸科 27_大阪府 東大阪市横沼町3-5-1

河内友絋会 河内総合病院 27_大阪府 東大阪市横枕1番31号

米田医院 27_大阪府 東大阪市下小阪1-21-10

医療法人 竹村医院 27_大阪府 東大阪市下小阪1-2-15

医)耳鼻咽喉科 恒川医院 27_大阪府 東大阪市加納8丁目1-17 第2協立コーポ

秋山内科医院 27_大阪府 東大阪市花園東町2-11-14

医療法人 熊本会 松田医院 27_大阪府 東大阪市花園本町1-1-8

安井クリニック、フロイデシニア健康

フィットネス
27_大阪府 東大阪市岸田堂西2-1-6
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竹村こどもクリニック 27_大阪府 東大阪市岩田町1丁目8-28

尾﨑医院内科 27_大阪府 東大阪市岩田町4-3-13

上津クリニック 27_大阪府 東大阪市岩田町4-3-14-201

尾﨑医院 27_大阪府 東大阪市岩田町4-3-5

医療法人 松浦医院 27_大阪府 東大阪市喜里川町1-24

内科・泌尿器科 さとうクリニック 27_大阪府 東大阪市喜里川町3-13 阪田屋ビル1階

医療法人 陶菁会 陶山医院 27_大阪府 東大阪市吉田1-1-2

医療法人 泰陽会 西岡医院 27_大阪府 東大阪市吉田4-3-12

医療法人 博和会 おさかクリニック 27_大阪府 東大阪市吉田6-1-27

みぞはた整形外科 27_大阪府 東大阪市吉田6丁目2-50 尼信ビル4階

のいり眼科 27_大阪府 東大阪市近江堂2-10-13

杉原小児科 27_大阪府 東大阪市近江堂2丁目10-39

梶診療所 27_大阪府 東大阪市源氏ケ丘16-11

しのづかひらた医院 27_大阪府 東大阪市御厨1-1-12 ユニティハウス1階

医療法人真正会 小阪イナバ診療所 27_大阪府 東大阪市御厨栄町1-4-4 TTSセンター4階

医療法人貴和会 しげまつ整形外科・手

の外科クリニック
27_大阪府 東大阪市御厨南2-1-6

田路医院 27_大阪府 東大阪市荒川1-12-4

かわぐち呼吸器内科クリニック 27_大阪府 東大阪市荒川1-4-23

医療法人 真和会 真和整形外科 27_大阪府 東大阪市荒川1丁目5-24

医療法人 荒本おいだ眼科 27_大阪府 東大阪市荒本北2-2-4

みずしま内科クリニック 27_大阪府 東大阪市高井田元町1-3-1

片上クリニック 27_大阪府 東大阪市鴻池元町10-45-1F

医療法人大阪恵生会 鴻池クリニック 27_大阪府 東大阪市鴻池元町11番24号

小島眼科医院 瓢箪山分院 27_大阪府 東大阪市四条町1-14 フォーチュンコート3F

松本クリニック 27_大阪府 東大阪市若江北町1-17-18

大友医院 27_大阪府 東大阪市若江本町1-2-43

とくはら耳鼻咽喉科 27_大阪府 東大阪市渋川町2丁目4-25 フィールド2階南

枚岡病院 27_大阪府 東大阪市出雲井本町3-25

藤本皮膚科 27_大阪府 東大阪市小坂2-19-8

みさきクリニック 27_大阪府 東大阪市小阪1-2-20 天正第2ビル1階

医療法人中和会 中西医院 27_大阪府 東大阪市小阪2丁目4番23号

かねこ整形外科クリニック 27_大阪府 東大阪市小阪3-2-24 アーク八戸ノ里1F

医療法人健信会 岩﨑内科クリニック 27_大阪府 東大阪市小阪本町1-2-8 小阪ジョイスビル1F

医療法人啓仁会 あさくま医院 27_大阪府 東大阪市小阪本町1-6-1

ていこころのクリニック 27_大阪府 東大阪市小阪本町2-2-12 小林クリニック2階

さかもと内科クリニック 27_大阪府 東大阪市小若江1丁目15-20
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医療法人弘代会 もとざわ医院 27_大阪府 東大阪市小若江1丁目24番11号

さきさかクリニック 27_大阪府
東大阪市小若江2丁目14番18号 ギャレ近大前

1階

医療法人 宮本耳鼻咽喉科 27_大阪府 東大阪市昭和町6番4号

⾧谷川医院 27_大阪府 東大阪市松原1-15-21

林整形外科 27_大阪府 東大阪市新家西町8-23 東大阪Mビル1階

松山耳鼻咽喉科 27_大阪府 東大阪市新家西町8-23 東大阪Mビル2階

水岡医院 27_大阪府 東大阪市森河内西1-17-7

地方独立行政法人 市立東大阪医療セン

ター
27_大阪府 東大阪市西岩田三丁目4-5

公文医院 27_大阪府 東大阪市西鴻池町1-7-8

医療法人 真恵会 やなぎだ耳鼻咽喉科 27_大阪府
東大阪市西鴻池町二丁目1番33号 コープ鴻池1

階

中島眼科 27_大阪府 東大阪市西上小阪6-58

医療法人 笹耳鼻咽喉科 27_大阪府 東大阪市西石切町1-11-18

医療法人 大久保小児科医院 27_大阪府 東大阪市西石切町1-11-20

博愛堂醫院 27_大阪府 東大阪市足代2-1-23

よしなが耳鼻咽喉科 27_大阪府 東大阪市足代2-1-6

ひがし布施クリニック 27_大阪府 東大阪市足代3-1-7 布施南ビル1F

医)三森会 つゆぐちクリニック 27_大阪府 東大阪市足代新町3-16

原クリニック 27_大阪府 東大阪市足代南1-2-8 岡島ラインハウス1F

東條医院 27_大阪府 東大阪市足代北1-16-20

医療法人 仁風会 牧野病院 27_大阪府 東大阪市太平寺1丁目9番26号

中島眼科 分院 27_大阪府 東大阪市大蓮東2-19-36

医療法人 慈啓会 宮崎医院 27_大阪府 東大阪市大蓮東5丁目12番18号

池田診療所 27_大阪府 東大阪市大蓮北2-5-1

左谷医院 27_大阪府 東大阪市大蓮北2丁目12番1号

医療法人 恵生会 恵生会病院 27_大阪府 東大阪市鷹殿町20番29号

みすクリニック 27_大阪府 東大阪市池島町2-21-12

もり内科クリニック 27_大阪府 東大阪市中小阪1-18-7

森外科内科クリニック 27_大阪府 東大阪市中石切町2-4-29

藤本眼科 27_大阪府 東大阪市中野1-13-20

舟橋診療所 27_大阪府 東大阪市⾧栄寺20-12

医療法人 山口医院 27_大阪府 東大阪市⾧栄寺2番6号

医療法人 清和会 ながはら病院 27_大阪府 東大阪市⾧田西4-3-13

⾧田クリニック 27_大阪府 東大阪市⾧田中4-1-10

医療法人桃桜会 わたなべメンタルクリ

ニック
27_大阪府 東大阪市⾧堂1-12-1-201

森クリニック 27_大阪府 東大阪市⾧堂1-3-7
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社会福祉法人竹井病院 竹井医院介護医

療院
27_大阪府 東大阪市⾧堂1丁目28番6号

永田医院 27_大阪府 東大阪市⾧堂3-13-19

(医)今喜会 今中小児科 27_大阪府 東大阪市⾧堂3丁目18-4

いわさきクリニック内科呼吸器科 27_大阪府 東大阪市鳥居町8-6

成谷整形外科 27_大阪府 東大阪市島之内1-7-26

河野耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 東大阪市島之内2-13-14-2A

河野眼科クリニック 27_大阪府 東大阪市島之内2丁目13-14-3A

和田診療所 27_大阪府 東大阪市東山町4番8号

南谷クリニック 27_大阪府 東大阪市徳庵本町1-6

とくの耳鼻咽喉科 27_大阪府 東大阪市徳庵本町7-16

医療法人 小川内科 27_大阪府 東大阪市徳庵本町8-20

たつの胃腸科整形外科 27_大阪府
東大阪市柏田東町9-20 ⾧瀬アーバンハイツ1

階

医療法人 奥会 奥医院 27_大阪府 東大阪市柏田本町3-8

医療法人 双璧会 山﨑診療所 27_大阪府 東大阪市菱屋西1-15-19

ぴあクリニック 27_大阪府 東大阪市菱屋西1-17-22

船曳医院 27_大阪府 東大阪市菱屋西1丁目6-15

横山耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 東大阪市菱屋西2-5-19

酒井医院 27_大阪府 東大阪市菱屋西2-7-16

永井医院 27_大阪府 東大阪市菱屋西2-8-33

医療法人 竹村内科 27_大阪府 東大阪市菱屋西3-4-32

安田医院 27_大阪府 東大阪市菱屋西3-4-8

医療法人 喜誠会 おざきクリニック 27_大阪府 東大阪市菱屋西5-11-24 御厨ビル1F101号

東大阪徳洲会病院 27_大阪府 東大阪市菱江3-6-11

東大阪市立障害児者支援センター内診

療所
27_大阪府 東大阪市菱江5丁目2-34

樋口内科クリニック 27_大阪府 東大阪市瓢箪山町2-4

たけしま耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 東大阪市瓢箪山町3-20

津田小児科 27_大阪府 東大阪市瓢箪山町4-26 ツインコスモス2F

医療法人 松原整形外科 27_大阪府 東大阪市瓢箪山町7-3

医療法人 宝持会 池田病院 27_大阪府 東大阪市宝持1丁目9番28号

やまもと眼科 27_大阪府 東大阪市友井2-6-17

たつみ皮膚科婦人科クリニック 27_大阪府 東大阪市友井3-1-12

弥刀中央病院 27_大阪府 東大阪市友井3丁目2番13号

医療法人 きむらクリニック 27_大阪府 東大阪市友井5-4-43

医療法人 藤田内科医院 27_大阪府 藤井寺市岡2-2-26 岡本ビル1F

森川眼科 27_大阪府 藤井寺市岡2-8-1

はまぐち内科クリニック 27_大阪府 藤井寺市岡2-8-46
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医)そごうクリニック 27_大阪府 藤井寺市春日丘1-2-38 春日丘ビル2F

眞銅耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 藤井寺市春日丘2-12-12

数尾診療所 27_大阪府 藤井寺市小山2-1-1

医療法人 やまどり医院 27_大阪府 藤井寺市西古室1-21-25

白江医院 27_大阪府 藤井寺市大井5-6-34

医療法人 鳥居医院 27_大阪府 藤井寺市藤ヶ丘1-12-16

平松産婦人科クリニック 27_大阪府 藤井寺市藤井寺1-6-1

須原医院 27_大阪府 柏原市旭ヶ丘1-1-3

清水医院 27_大阪府 柏原市旭ヶ丘3-1-44

医療法人 あかし内科クリニック 27_大阪府 柏原市旭ヶ丘3丁目1-63

医療法人 養心会 国分病院 27_大阪府 柏原市旭ヶ丘4-672

医療法人 大西内科 27_大阪府 柏原市玉手町10-19

益弘産婦人科クリニック 27_大阪府 柏原市玉手町21-22

吉永眼科医院 27_大阪府 柏原市国分西1ー2-24-201 シルクハイツ2F

ほりもと内科消化器クリニック 27_大阪府 柏原市国分西1-4-49

仁恵会 皮膚科アレルギー科 モアクリ

ニック
27_大阪府 柏原市国分西2-7-5

医療法人柏楽会 高田内科クリニック 27_大阪府 柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原414号室

聖心会 大島医院 27_大阪府 柏原市上市1-4-9

医療法人 吉原クリニック 27_大阪府 柏原市上市3-10-13

医療法人 藤江クリニック 27_大阪府 柏原市清州2-1-40

セノオ眼科 27_大阪府 柏原市清州2-4-3

小路医院 27_大阪府 柏原市太平寺1-2-21

きたむら内科 27_大阪府 柏原市大県1-9-11

医療法人真征会 西出クリニック 27_大阪府 柏原市大県1丁目4-1 増井ビル1階

医療法人 林診療所 27_大阪府 柏原市大県2丁目1-1

中嶋クリニック 27_大阪府 柏原市大正3-1-3-1F

やまもとクリニック 27_大阪府 柏原市平野1-11-8

いけはた医院 27_大阪府 柏原市片山町12-25

医療法人 鈴木医院 27_大阪府 柏原市法善寺4-2-27-203

近藤診療所 27_大阪府 柏原市本郷1-3-18

医療法人 にしむら耳鼻咽喉科 27_大阪府 八尾市安中町3丁目7-6 清水本店ビル2階

奥村クリニック 27_大阪府 八尾市安中町4-2-17

大道クリニック 27_大阪府 八尾市栄町1-1-10

医療法人ほりい内科・整形外科クリ

ニック
27_大阪府 八尾市恩智北町1-73

貴島病院本院 27_大阪府 八尾市楽音寺3-33

こにし耳鼻咽喉科 27_大阪府 八尾市萱振町1-13-6

よしかわ耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 八尾市萱振町5-15-8
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元村内科クリニック 27_大阪府 八尾市久宝寺3-15-34 2F

林外科内科 27_大阪府 八尾市弓削町1-23

ゆきこどもクリニック 27_大阪府 八尾市刑部1-1-2

なかむらクリニック 27_大阪府 八尾市刑部2丁目182

医療法人 宇仁眼科 27_大阪府 八尾市光町2-3 アリオ八尾3F

しろばとクリニック 27_大阪府 八尾市光町1丁目29 サンフォレスト104

八木小児科 27_大阪府 八尾市高安町北7-23

かおり皮フ科クリニック 27_大阪府 八尾市桜ヶ丘1-10-2 桜ヶ丘クリニックビル4F

おおしま眼科池本クリニック 27_大阪府 八尾市桜ヶ丘1丁目10-2 2階

米井耳鼻咽喉科内科医院 27_大阪府 八尾市山本高安町2-13-3-2F

(医)朋侑会 吉田クリニック 27_大阪府 八尾市山本高安町2丁目1-3

小島眼科医院 27_大阪府 八尾市山本高安町2丁目13番3号

医療法人 志正会 岩垣眼科 27_大阪府 八尾市山本町南1丁目1番23号

玉田医院 27_大阪府 八尾市山本町南4-7-1

坂口内科 27_大阪府 八尾市山本町南6-6-18

奥山診療所 27_大阪府 八尾市山本町北3-4-15

飯田クリニック 27_大阪府 八尾市山本町北4丁目9番7号

ハヤシクリニック 27_大阪府 八尾市志紀町1-13

かまざわ耳鼻咽喉科 27_大阪府 八尾市志紀町1-15-101

もりおか眼科クリニック 27_大阪府 八尾市志紀町2-46 小枝ビルⅡ102号

医療法人 うえつき小児科アレルギー科 27_大阪府 八尾市志紀町2-46 小枝ビルⅡ  2階

医療法人 貴医会 貴島中央病院 27_大阪府 八尾市松山町1丁目4番11号

井上診療所 27_大阪府 八尾市新家町2-78-2

医療法人 松田クリニック 27_大阪府 八尾市西山本町1-6-14

厚生会第一病院 27_大阪府 八尾市西木の本1丁目63

カイダ医院 27_大阪府 八尾市相生町3-2-5

医療法人誠悠会 塩田整形外科 27_大阪府 八尾市荘内町1丁目2番20号

貴島医院 27_大阪府 八尾市田井中4-172

貴島診療所 27_大阪府 八尾市東山本新町2-8-18

貝原内科医院 27_大阪府 八尾市東山本新町6-11-2

竹中医院 27_大阪府 八尾市東太子2-1-14

医療法人 木村小児科 27_大阪府 八尾市東本町2-6-7

おおぬき皮ふ科クリニック 27_大阪府 八尾市八尾木2丁目26-1

さかがみこどもクリニック 27_大阪府 八尾市八尾木北3-340-1F

医療法人幸晴会 中谷クリニック 27_大阪府 八尾市八尾木北3丁目123番地

いなりば内科クリニック 27_大阪府 八尾市北久宝寺1-2-30

明石医院 27_大阪府 八尾市北本町2-12-23
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医療法人 松尾クリニック 27_大阪府 八尾市北本町2-15-25

医療法人 櫻井医院 27_大阪府 八尾市北本町2-8-1

池田クリニック 27_大阪府 八尾市本町2-3-6 イースタンビル1階

辰巳内科医院 27_大阪府 八尾市本町3丁目7-22

稲垣耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 八尾市本町5-1-4  2F

菊池内科 27_大阪府 八尾市本町7-11-18 南加茂ビル2階

小林医院 27_大阪府 八尾市明美町1-4-26

やお城田クリニック 27_大阪府 八尾市木の本1-7-1

であい眼科 27_大阪府 八尾市龍華町1-4-2

医療法人 祐青会 尾崎クリニック 27_大阪府 富田林市喜志町3-13-10

いまじょう医院 27_大阪府 富田林市向陽台4-22-1

植島クリニック 27_大阪府 富田林市高辺台1-3-18

やまもと整形外科医院 27_大阪府 富田林市桜井町1-1-10

医療法人 明石整形外科クリニック 27_大阪府 富田林市寺池台1-14-26

医療法人 同愛会 新堂診療所 27_大阪府 富田林市若松町1丁目19-10

医療法人 中平医院 27_大阪府 富田林市若松町西一丁目1845番地3

医療法人 正清会 金剛病院 27_大阪府 富田林市寿町1-6-10

江村医院 27_大阪府 富田林市寿町2-3-2

医療法人 誠樹会 宮田医院 27_大阪府 富田林市小金台1-11-26

医療法人 藏本医院 27_大阪府 富田林市小金台2-2-3

斎藤皮膚科 27_大阪府 富田林市常盤町3-17 リベルテビル201号

医療法人 典彰会 あやレディースクリ

ニック
27_大阪府 富田林市津々山台2丁目10-1-101

森口医院 27_大阪府 富田林市藤沢台5-2-5

中内眼科 27_大阪府 富田林市富田林町21-28

結のぞみ病院 27_大阪府 富田林市伏見堂95

大槻医院 大伴診療所 27_大阪府 富田林市北大伴町1-3-26

(医)藤岡医院 27_大阪府 富田林市本町19番9号

北島医院 27_大阪府 豊中市旭丘8-80-5

秦内科クリニック 27_大阪府 豊中市岡町6-17

吉村クリニック 27_大阪府 豊中市岡町南1-1-22

医療法人 佐守小児科 27_大阪府 豊中市宮山町4丁目1番21号

安藤整形外科クリニック 27_大阪府 豊中市玉井町1-10-30 かのうビル

しらき眼科 27_大阪府 豊中市熊野町4-20-9

杉山クリニック 27_大阪府 豊中市蛍池東町1-6-3 浜徳ビル2F

医療法人 敬仁会 辺見クリニック 27_大阪府 豊中市蛍池北町1-2-6

さきやま内科 27_大阪府 豊中市桜の町1-5-11 GP館

小林医院 27_大阪府 豊中市三和町3-9-1
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医療法人 猪瀬整形外科緑地公園メディ

カルクリニック
27_大阪府 豊中市寺内 2丁目4-1 緑地駅ビル2階

さの小児科クリニック 27_大阪府 豊中市寺内2-8-1-103

医療法人 創和会 かめさきこどもアレ

ルギークリニック
27_大阪府 豊中市寺内2丁目10番8号

ひらの耳鼻咽喉科 27_大阪府 豊中市柴原町3-8-1

山本内科クリニック 27_大阪府 豊中市春日町1-12-17

木佐貫診療所 27_大阪府 豊中市小曽根1-5-26

医療法人 たかはし耳鼻咽喉科クリニッ

ク
27_大阪府 豊中市少路1-14-1 笹源ビル203

やまもと眼科 27_大阪府 豊中市少路1-14-1 笹源ビル2F

社会医療法人 彩樹 豊中敬仁会病院 27_大阪府 豊中市少路1-8-12

和クリニック 27_大阪府 豊中市少路1丁目7-16 メディカルゲート3階

社会医療法人 彩樹 豊中けいじん会ク

リニック
27_大阪府 豊中市少路2丁目8番3号

医療法人 山崎眼科 27_大阪府 豊中市庄内幸町2丁目13-7

垣田内科 27_大阪府 豊中市庄内西町2-22-3

もりおか眼科 27_大阪府 豊中市庄内西町3-1-5 サンパティオ4階

坂本診療所 27_大阪府 豊中市庄内東町2-7-13

水沢整形外科 27_大阪府 豊中市庄内東町3-8-16

川上眼科 27_大阪府 豊中市庄内東町4-3-8

こうの整形外科・漢方クリニック 27_大阪府 豊中市上新田2丁目24-50-1-1F

ちさきこどもクリニック 27_大阪府 豊中市上新田3-10-3

たかせ内科医院 27_大阪府 豊中市上野坂2-14-32

関西メディカル病院 27_大阪府 豊中市新千里西町1-1-7-2

ゆう脳神経外科 27_大阪府
豊中市新千里西町1丁目1-7-1 レーベンビル千

里中央3階

医療法人 笹岡医院 27_大阪府 豊中市新千里東町1-1-3 SENRITOよみうり3F

片岡整形外科リウマチ科 27_大阪府 豊中市新千里東町1-1-3 センリトよみうり3階

医療法人 幸明会 松下内科クリニック 27_大阪府
豊中市新千里東町1-2-3 ザ・千里レジデンス

201

せんちゅうクリニック 27_大阪府 豊中市新千里東町1-2-3-206

しきな鼻クリニック千里 27_大阪府
豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエン

スセンタービル10F

中尾眼科医院 27_大阪府
豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエン

スセンタービル14F

医療法人 鳥辺医院 27_大阪府 豊中市新千里東町3-5-4
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医療法人 廣仁会 直原ウィメンズクリ

ニック
27_大阪府 豊中市新千里南町2-11-1

じきはらこどもクリニック 27_大阪府 豊中市新千里南町2-11-7

石川整形外科 27_大阪府 豊中市新千里南町2-7-3

田中内科 27_大阪府 豊中市西緑丘1-6-22

ソノ内科小児科 27_大阪府 豊中市西緑丘3-13-16

別所整形外科 27_大阪府 豊中市西緑丘3-15-13

はやし眼科 27_大阪府 豊中市西緑丘3-15-27

滝広内科医院 27_大阪府 豊中市西緑丘3-26-28

谷野医院 27_大阪府 豊中市曽根西町3-7-8

天羽クリニック 27_大阪府 豊中市曽根東町1-9-25-103

やびく医院 27_大阪府 豊中市曽根東町2-1-5

医療法人 みやじま医院 27_大阪府 豊中市曽根南町1-5-13

小野クリニック 27_大阪府 豊中市曽根南町2-4-5-101

医療法人 桃陰会 いもと整形外科 27_大阪府 豊中市中桜塚1-17-50

木村眼科医院 27_大阪府 豊中市中桜塚1-7-1

医療法人 悠人会 高島眼科 27_大阪府 豊中市中桜塚2-20-12 田中ビル2F

医療法人 島越内科 27_大阪府 豊中市中桜塚2-25-9

医療法人 正幸会 つじクリニック 27_大阪府 豊中市中桜塚2丁目31番2号

なかがわ小児科 27_大阪府 豊中市⾧興寺南4-5-28

独立行政法人国立病院機構 大阪刀根山

医療センター
27_大阪府 豊中市刀根山5丁目1番1号

介護老人保健施設かがやき 27_大阪府 豊中市刀根山元町5-60

まみ眼科クリニック 27_大阪府 豊中市東寺内町13-3 プラザカワバタ1階

医療法人 博祐会 つしま内科クリニッ

ク
27_大阪府 豊中市東寺内町3-20

豊中市 まるいクリニック 27_大阪府 豊中市東泉丘2-14-8 ハイツオアシス1F

医療法人 河野小児科 27_大阪府 豊中市東豊中町4-12-1

森田医院 27_大阪府 豊中市東豊中町6-15-22

こうづき耳鼻咽喉科医院 27_大阪府 豊中市南桜塚3丁目15番8号 景光ビル2階

こうづき眼科医院 27_大阪府 豊中市南桜塚3丁目15番8号 景光ビル3階

岸本医院 27_大阪府 豊中市服部南町3-10-34

Dr.しんのこどもクリニック 27_大阪府 豊中市服部本町2-2-3 申ビル2F

中村内科 27_大阪府 豊中市服部本町2丁目6-15

なんばこどもクリニック 27_大阪府 豊中市北桜塚3-9-21

つしまクリニック 27_大阪府 豊中市北桜塚4-4-6-101

まなべ眼科 27_大阪府 豊中市北条町1-22-7-102

はっとり耳鼻咽喉科・アレルギー科 27_大阪府 豊中市北条町3-2-24

すずメンタルクリニック 27_大阪府 豊中市本町1-13-34-3F
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原眼科医院 27_大阪府 豊中市本町1-9-20 ラミアーレ豊中2階

はしかた皮膚科クリニック 27_大阪府 豊中市本町2-1-25  若林ビル2F

医療法人 槙野クリニック 27_大阪府 豊中市末広町1-7-2

木村医院 27_大阪府 豊中市箕輪2-10-23

上川耳鼻咽喉科クリニック 27_大阪府 豊中市夕日丘1-1-5

やまもと整形外科 27_大阪府 豊中市夕日丘2-16-3

医療法人 森川医院 27_大阪府 豊能郡能勢町今西206

能勢町国民健康保険診療所 27_大阪府 豊能郡能勢町上田尻605番地の1

奥井医院 27_大阪府 豊能郡能勢町平通80-5

医療法人 平誠会 ひらがクリニック 27_大阪府 豊能郡豊能町ときわ台4-2-14

西前耳鼻咽喉科 27_大阪府 豊能郡豊能町東ときわ台7-1-12

内藤クリニック 27_大阪府 枚方市伊加賀西町51-25

おがた小児科 27_大阪府 枚方市伊加賀南町5-4

吉田医院 27_大阪府 枚方市伊加賀南町5-4

浜田整形外科クリニック 27_大阪府 枚方市伊加賀北町5-20-101

竹尾クリニック 27_大阪府 枚方市岡東町14-1

医療法人 田中内科 27_大阪府 枚方市岡東町14-21

山田メディカルクリニック 27_大阪府 枚方市岡東町18-15 キューブ枚方駅前3階

うにし小児科 27_大阪府 枚方市岡東町3番7号

一色クリニック 27_大阪府 枚方市宮之阪2-3-9

上田クリニック 27_大阪府 枚方市宮之阪3-6-31

井上耳鼻咽喉科 27_大阪府 枚方市禁野本町1丁目16-5-201

こさか整形外科リウマチクリニック 27_大阪府 枚方市甲斐田東町9-5-101

和久田クリニック 27_大阪府 枚方市香里ケ丘10-3732-14

きたはら耳鼻咽喉科 27_大阪府 枚方市香里ケ丘10-3732-14 日大ビル2F

医療法人 保坂小児クリニック 27_大阪府 枚方市香里ケ丘3-12-1

てるクリニック 27_大阪府 枚方市香里ケ丘3丁目11-1-212

南眼科香里ケ丘中央クリニック 27_大阪府 枚方市香里ケ丘4-2-3

香里ケ丘有恵会病院 27_大阪府 枚方市香里ケ丘5丁目8-1

三上内科 27_大阪府 枚方市香里ケ丘7-17-8

医療法人 イワサクリニック 27_大阪府 枚方市香里園町9-22

医療法人 いのうえ耳鼻咽喉科 27_大阪府 枚方市香里園町9-25-201

東香里第二病院 27_大阪府 枚方市高田2-28-30

(医)優和会 関根医院 27_大阪府 枚方市山之上4-1-1

藤本内科 27_大阪府 枚方市山之上東町7-15

医療法人 藤井医院 27_大阪府 枚方市渚栄町22-1

医療法人 健守会 サンクリニック 27_大阪府 枚方市渚西2-32-17 レジデンス松栄Ⅱ棟102

医)星明会 南眼科 27_大阪府 枚方市渚南町24-12
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渚うめだ整形外科クリニック 27_大阪府
枚方市渚南町24-31 なぎさクリニックモール

1F3F

医療法人 りんどう会 向山病院 27_大阪府 枚方市招堤元町1丁目36-6

医療法人 清和会 松尾医院 27_大阪府 枚方市招堤中町1丁目1-1

医療法人 えだがわ胃腸内科クリニック 27_大阪府 枚方市招提平野町5-22

医)貴和会 奥田クリニック 27_大阪府 枚方市新町1丁目7番7号

医療法人 うめもとクリニック 27_大阪府 枚方市杉3丁目15-1

医療法人 朋星会 北村クリニック 27_大阪府 枚方市星丘2丁目14番-31

中川医院 27_大阪府 枚方市星丘3-16-15

広瀬医院 27_大阪府 枚方市星丘3-8-12

星ヶ丘医療センター 27_大阪府 枚方市星丘4丁目8番1号

渡辺医院 27_大阪府 枚方市西禁野1-3-10

亀岡内科 27_大阪府 枚方市西禁野2-2-15

冨沢産婦人科こどもクリニック 27_大阪府 枚方市西禁野2-8-9

片瀬医院 27_大阪府 枚方市西禁野2丁目17-14

医療法人 亀寿会 亀岡内科 27_大阪府 枚方市西禁野2丁目2-15

社会医療法人 美杉会 佐藤クリニック

まきの
27_大阪府 枚方市西牧野4-8-10

にしうえファミリークリニック 27_大阪府 枚方市船橋本町2丁目34番地

医療法人 山田誠クリニック 27_大阪府 枚方市船橋本町2丁目52番地

春陽会 稲垣医院 27_大阪府 枚方市大垣内町1-1-5

枚方休日急病診療所 27_大阪府 枚方市大垣内町2丁目9番19号

泌尿器科 山田クリニック 27_大阪府 枚方市中宮西之町15-18-101

有澤総合病院 27_大阪府 枚方市中宮東之町12-14

医療法人 田中外科 27_大阪府 枚方市中宮本町17-10

(医)康成会 大星クリニック 27_大阪府 枚方市中宮本町7-15

医療法人 田中泌尿器科医院 人工透析

センターひらかた
27_大阪府 枚方市津田元町4-16-1

医療法人 松徳会 松谷病院 27_大阪府 枚方市津田西町1-29-8

森下整形外科・リウマチ科 27_大阪府 枚方市津田西町3-30-1

田ノ口診療所 27_大阪府 枚方市田口1-22-11

上田外科 27_大阪府 枚方市田口山2-31-15

東香里病院 27_大阪府 枚方市東香里1丁目24-34

大谷内科クリニック 27_大阪府 枚方市東香里新町1-15

原整形外科医院 27_大阪府 枚方市東香里新町8-1

医療法人 りんどう会 門林医院 27_大阪府 枚方市東山1丁目49-31

医療法人 せのお内科 27_大阪府 枚方市東船橋1丁目41番地

寺嶋クリニック 27_大阪府 枚方市藤阪元町3丁目20番1号
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国家公務員共済組合連合会 枚方公済病

院
27_大阪府 枚方市藤阪東町1丁目2番1号

くりもとクリニック 27_大阪府 枚方市藤阪南町2丁目6-2

医療法人 昭正会 森川医院 27_大阪府 枚方市南船橋1-2-29

くずは画像診断クリニック 27_大阪府 枚方市楠葉花園町11-3

医療法人 陽恵会 やすもとクリニック 27_大阪府
枚方市楠葉花園町11-3 京阪メディケアモール

202号室

こうの整形外科 27_大阪府 枚方市楠葉花園町11-3-207

社会医療法人 美杉会 佐藤クリニック

くずは
27_大阪府 枚方市楠葉花園町12-5 アクアくずはビル3階

中村医院 27_大阪府 枚方市楠葉中町44-23

医療法人 おおにし耳鼻咽喉科クリニッ

ク
27_大阪府 枚方市楠葉朝日3-6-21

きたの整形外科 27_大阪府 枚方市楠葉並木2-18-1

木村内科 27_大阪府 枚方市北中振3丁目18番17号

社会医療法人 美杉会 訪問看護ステー

ションまきの 居宅介護支援事業所
27_大阪府 枚方市養父西町24-10

社会医療法人 美杉会 前川診療所 27_大阪府 枚方市養父東町63-1

社会医療法人 美杉会 佐藤病院 27_大阪府 枚方市養父東町65-1

みなみクリニック 27_大阪府 箕面市粟生間谷西1-1-12

医)荒木医院 27_大阪府 箕面市粟生間谷西2-6-4-101

医療法人 水野眼科 27_大阪府 箕面市粟生間谷西2-8-22-106

仁寿クリニック 27_大阪府 箕面市粟生間谷西3-15-10

医療法人 嵩美会 みほクリニック 27_大阪府 箕面市粟生間谷東5丁目25-23

医療法人 華之会 カンナ外院クリニッ

ク
27_大阪府 箕面市外院二丁目14番1号

箕面市立病院 27_大阪府 箕面市萱野5-7-1

医療法人 小池医院 27_大阪府 箕面市桜ヶ丘3-3-4

ちゃのき皮膚科クリニック 27_大阪府 箕面市桜井1-1-26

ふるかわ医院 27_大阪府 箕面市桜井1丁目3-3

医療法人 ふじもとクリニック 27_大阪府 箕面市桜井1丁目7番20号1階

梅村内科クリニック 27_大阪府 箕面市桜井2-10-36-101

やすむらクリニック 27_大阪府 箕面市桜井2-11-5

医療法人社団 和風会 千里リハビリ

テーション病院
27_大阪府 箕面市小野原西4-6-1

内科外科にいみ医院 27_大阪府 箕面市小野原西5-12-32

滝沢小児科 27_大阪府 箕面市小野原西6-12-1 岩永ビル1階103

秀悠会 中川クリニックしんまち診療所 27_大阪府 箕面市森町中3-9-7
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医療法人 秀悠会 中川クリニック第二

診療所
27_大阪府 箕面市瀬川4-3-60

西小路中井医院 27_大阪府 箕面市西小路2-13-14

医療法人・太田クリニック 27_大阪府 箕面市西小路3-17-37

辻川眼科 27_大阪府 箕面市船場西2-8-13

かわさき眼科 27_大阪府 箕面市白島1-2-15 ラポール白島1階

箕面の森整形外科クリニック 27_大阪府 箕面市坊島5丁目4-23

かのう内科クリニック 27_大阪府 箕面市牧落3丁目14-19

古河クリニック 27_大阪府 箕面市箕面4-17-43

ちぇ整形外科リハビリテーションクリ

ニック
27_大阪府 箕面市箕面5-11-4

のむらペインクリニック 27_大阪府 箕面市箕面6-5-7 くもんぴあ箕面3F

医療法人 すま皮フ科クリニック 27_大阪府 箕面市箕面6-5-7 くもんぴあ箕面ビル3F

坂井医院 27_大阪府 門真市栄町4-13

安田眼科クリニック 27_大阪府 門真市岸和田3-1-26-2F

医療法人 祥輝会 冨樫クリニック 27_大阪府 門真市岸和田3-1-26

スマイルこどもクリニック 27_大阪府 門真市宮野町3-21 メリック第3ビル1階

慈心会 栗林クリニック 27_大阪府 門真市元町4-5

医療法人 七ふく会 ふくいクリニック 27_大阪府 門真市五月田町38-12 ナカニシビル

はすい小児科 27_大阪府 門真市向島3番35号 ベアーズ2F 34A

くさかクリニック 27_大阪府 門真市向島町3-1

西川内科 27_大阪府 門真市幸福町11-1

つじかわ耳鼻咽喉科 27_大阪府 門真市江端町40-8 メゾンヒラク1階

医療法人 清翠会 牧リハビリテーショ

ン病院
27_大阪府 門真市三ツ島3-6-34

⾧瀬診療所 27_大阪府 門真市三ツ島4-21-35

医療法人 津樹会 津本医院 27_大阪府 門真市舟田町5-32

鈴木診療所 27_大阪府 門真市松葉町6の26

医)津久田医院 27_大阪府 門真市上野口町38-5

⾧岡整形外科クリニック 27_大阪府 門真市常称寺町17-5 MKビル1階

まえだ皮膚科 27_大阪府 門真市常盤町4-20

医療法人 門真クリニック あいわ診療

所
27_大阪府 門真市新橋町2番12号

高橋クリニック 27_大阪府 門真市千石東町2-46 ウインズビル1-A

竹内医院 27_大阪府 門真市大倉町6-13

医療法人 健康会 柏木クリニック 27_大阪府 門真市朝日町21-3-100

大阪キリスト教社会館診療所 27_大阪府 門真市島頭4-11-11

医療法人 小林眼科クリニック 27_大阪府 門真市島頭4丁目1-1 あおいビル1F

いそのクリニック 27_大阪府 門真市島頭4丁目8-18
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いしだ耳鼻咽喉科 27_大阪府 門真市南野口町15-15

喜多診療所 27_大阪府 門真市本町10-22

医)神谷産婦人科医院 27_大阪府 門真市本町25-8

(医)松下こどもクリニック 27_大阪府 門真市末広町18-9

大嶋眼科医院 27_大阪府 門真市末広町31-12-112

医療法人 永浜クリニック 27_大阪府 門真市野里町16-21

医療法人 厚仁会 泉谷クリニック 27_大阪府 和泉市いぶき野2-9-8

船阪耳鼻咽喉科 27_大阪府 和泉市いぶき野4-5-2

はるか耳鼻咽喉科 27_大阪府 和泉市いぶき野5-1-1 和泉中央駅2階

はい眼科 27_大阪府 和泉市いぶき野5-1-11

ふみのレディースクリニック 27_大阪府 和泉市いぶき野5丁目1-2 Pivo和泉中央2F

社会医療法人 啓仁会 咲花病院 27_大阪府 和泉市のぞみ野1丁目3-30

泌尿器科むかいクリニック 27_大阪府 和泉市のぞみ野2丁目5-11

医療法人 和会 うえひら内科クリニッ

ク
27_大阪府 和泉市はつが野2-3-4

ささき・クリニック 27_大阪府 和泉市はつが野3-1-5

おくやまクリニック 27_大阪府 和泉市観音寺町657-6

土山医院 27_大阪府 和泉市光明台3-3-2

梶浦医院 27_大阪府 和泉市光明台3-4-3

医療法人 矢田内科 27_大阪府 和泉市黒鳥町3-25-21

特定医療法人 新仁会 新仁会病院 27_大阪府 和泉市今福町一丁目3番3号

よしクリニック 27_大阪府 和泉市寺田町2-2-9

馬場満記念クリニック 27_大阪府 和泉市上町81

原田内科クリニック 27_大阪府 和泉市青葉台2-19-2

水田内科クリニック 27_大阪府 和泉市池上町1-4-15 木下Yビル2階

いりふね眼科 27_大阪府 和泉市鶴山台1-4-10

清水産婦人科医院 27_大阪府 和泉市鶴山台2丁目1番地 3号棟104号室

なかじまクリニック小児科・循環器科 27_大阪府 和泉市唐国町2-7-86

和田医院 27_大阪府 和泉市唐国町3丁目12-10

芦田医院 27_大阪府 和泉市内田町2-6-34

川西医院 27_大阪府 和泉市伯太町2-25-18

(医)原田整形外科クリニック 27_大阪府 和泉市伯太町6丁目10-20

社会医療法人 生⾧会 府中病院 27_大阪府 和泉市肥子町1-10-17

まんだいレディースクリニック 27_大阪府 和泉市肥子町1-10-37 みどりビル3階

府中クリニック 27_大阪府 和泉市肥子町2-2-1 イオン和泉府中店1階

医療法人hi-mexみらい耳鼻咽喉科 27_大阪府 和泉市府中町1-20-1 フチュール和泉2階

村田胃腸科内科 27_大阪府
和泉市府中町1-8-3 和泉ショッピングセン

ター2F

512 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

田中循環器内科 27_大阪府 和泉市府中町3-9-1

医療法人 育生会 奥村病院 27_大阪府 和泉市府中町3丁目15-3

きただ内科クリニック 27_大阪府 和泉市府中町4丁目16番8号

医療法人 眞康会 整形外科 鳴嶋クリ

ニック
27_大阪府 和泉市府中町7-2-5

森川眼科 27_大阪府 和泉市府中町7-3-19

梅田クリニック 27_大阪府 和泉市伏屋町5-3-3-203

耳鼻咽喉科サージクリニック老木医院 27_大阪府 和泉市弥生町2-14-13

医療法人 河合クリニック 27_大阪府 和泉市和気町2-11-1

和気 河合医院 27_大阪府 和泉市和気町3-11-18

社会福祉法人 芳春会診療所 27_大阪府
和泉市和気町3-5-19 特別養護老人ホーム ビ

オラ和泉

藤本内科クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区港島中町2丁目1-12

医療法人社団向陽会 向陽病院 28_兵庫県 神戸市北区有野町有野1490

きたざわ整形外科 28_兵庫県 高砂市米田町米田1019-5

藤末内科循環器科クリニック 28_兵庫県 たつの市御津町釜屋99-15

きのしたペインクリニック 28_兵庫県 たつの市御津町苅屋56-9

かんだ内科クリニック 28_兵庫県 たつの市新宮町吉島619-6

信原病院 28_兵庫県 たつの市揖西町土師720

板垣救急クリニック 28_兵庫県 たつの市揖西町南山2丁目111

西はりまクリニック 28_兵庫県 たつの市誉田町福田780-37

たけだファミリークリニック 28_兵庫県 たつの市龍野町日山61-1 プラザ日山B号

(たつの市)井上内科医院 28_兵庫県 たつの市龍野町日飼373-1

山田レディースクリニック 28_兵庫県 たつの市龍野町富永145-9

西田醫院 28_兵庫県 たつの市龍野町富永208

さわだ内科・呼吸器クリニック 28_兵庫県
姫路市日出町3丁目38-1 東姫路駅前メディカ

ルプラザ2F

さわだ眼科・皮膚科 28_兵庫県 芦屋市岩園町7-25

吉田内科クリニック 28_兵庫県 芦屋市業平町5-2 芦屋ハウス6F

ひよこキッズクリニック 28_兵庫県 芦屋市月若町8-2-2 アマーレ芦屋川1F

冨永医院 28_兵庫県 芦屋市公光町10-20

渡辺内科クリニック 28_兵庫県 芦屋市高浜町7-2-105

林整形外科外科医院 28_兵庫県 芦屋市高浜町7-2-105

鈴木小児科 28_兵庫県 芦屋市高浜町7番2-105号

永松クリニック 28_兵庫県 芦屋市松ノ内町10-18

あしやサニークリニック 内科 28_兵庫県 芦屋市翠ケ丘町2-8-101

医療法人社団 野津医院 28_兵庫県 芦屋市精道町6-10-102

須山脳神経外科クリニック 28_兵庫県 芦屋市精道町7-1
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いとう医院 28_兵庫県 芦屋市西芦屋町8-19

さわだクリニック 28_兵庫県 芦屋市川西町8-12

芦屋駅前眼科クリニック 28_兵庫県 芦屋市船戸町1-29 モンテメール西館5階

医)順生会 芦屋グランデクリニック 28_兵庫県 芦屋市前田町3-5

多田医院 28_兵庫県 芦屋市打出小槌町13-5

上塚耳鼻咽喉科 28_兵庫県 芦屋市打出小槌町8-10

瀬野内科医院 28_兵庫県 芦屋市大原町11-24-106 ラポルテ北館1F

藤澤眼科クリニック 28_兵庫県 芦屋市大原町11-24-111

大谷整形外科眼科 28_兵庫県 芦屋市大原町11-24-216

いまむらクリニック 28_兵庫県 芦屋市大原町20-19-2F

池本脳神経クリニック 28_兵庫県 芦屋市大原町20-19 オランジュール芦屋

芦屋セントマリアクリニック 28_兵庫県 芦屋市大原町5-20

あいかブレストクリニック 28_兵庫県 芦屋市大桝町5-13 芦屋グランドビル2階

吉龍医院 28_兵庫県 芦屋市潮見町7-2

あらかわ整形外科 28_兵庫県 芦屋市東山町15-12 ネスト芦屋1階

芦屋やまもとクリニック 28_兵庫県 芦屋市東山町29-19 ジェットビルB1

毛利耳鼻咽喉科・芦屋クリニック 28_兵庫県 芦屋市南宮町10-24

青い鳥クリニック 28_兵庫県 芦屋市南宮町12-24-2

にしわき消化器内科・外科クリニック 28_兵庫県 芦屋市浜町9-9

医療法人社団 大森医院 28_兵庫県 芦屋市浜風町3-4

吉村耳鼻咽喉科 28_兵庫県 伊丹市伊丹1丁目10-14 アリオⅠ 2階

レディースクリニックTaya 28_兵庫県 伊丹市伊丹1丁目10-14-201-5

弓場医院 28_兵庫県 伊丹市伊丹2丁目1-15

田中あかちゃんこどもクリニック 28_兵庫県 伊丹市行基町1-107-201

常岡病院 28_兵庫県 伊丹市行基町2丁目5

うえだ耳鼻咽喉科 28_兵庫県 伊丹市鴻池4-1-10 オアシスタウン伊丹鴻池2F

つるた内科クリニック 28_兵庫県 伊丹市鴻池4-1-10 オアシスタウン伊丹鴻池2F

のぞみ眼科 28_兵庫県 伊丹市鴻池4-1-10-2階

阪神北広域こども急病センター 28_兵庫県 伊丹市昆陽池2-10

整形なかむら医院 28_兵庫県 伊丹市昆陽東4-6-5

医療法人社団祐生会 祐生病院 28_兵庫県 伊丹市山田5-3-13

伸幸苑診療所 28_兵庫県 伊丹市寺本6丁目150番地

池田クリニック 28_兵庫県 伊丹市車塚1丁目32番7号

公立学校共済組合 近畿中央病院 28_兵庫県 伊丹市車塚3-1

竹中内科 28_兵庫県 伊丹市西台2-3-12

伊藤クリニック 28_兵庫県 伊丹市池尻1-169-1
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愛和レディースクリニック 28_兵庫県 伊丹市池尻1-204-2

池尻眼科 28_兵庫県 伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽2F

片岡医院 28_兵庫県 伊丹市中央1-4-8  宇杉ビル4F

太田ひふ科クリニック 28_兵庫県 伊丹市中央1丁目4-4

医療法人社団 三谷眼科 28_兵庫県 伊丹市中央3-2-29

いくしま内科クリニック 28_兵庫県 伊丹市中央3丁目2-6 3F

しらき整形外科クリニック 28_兵庫県 伊丹市中野東3-82

辰己こどもクリニック 28_兵庫県
伊丹市中野東3-82 くらはしメディカルセン

ター202

太田外科診療所 28_兵庫県 伊丹市南本町4-2-10

医療法人 二宮内科クリニック 28_兵庫県 伊丹市梅ノ木4-6-22

山川医院 28_兵庫県 伊丹市柏木町1丁目102

大歳医院 28_兵庫県 伊丹市柏木町2-77

増永眼科医院 28_兵庫県 伊丹市平松1-3-29

慎正会みやそう病院 28_兵庫県 伊丹市北野2-113-3

片山内科クリニック 28_兵庫県 伊丹市野間1-8-12

むろさきクリニック 28_兵庫県 伊丹市野間1-8-12

三上眼科 28_兵庫県 伊丹市鈴原町5-33-1

谷口耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 伊丹市鈴原町9-388

私立・稲美中央病院 28_兵庫県 加古郡稲美町国安字運上林1286-23

荒木皮フ科 28_兵庫県 加古郡稲美町国岡2-4-3

しらい皮フ科クリニック 28_兵庫県 加古郡稲美町中一色字青の井821-1

米山小児科 28_兵庫県 加古郡播磨町西野添1丁目14番8号

岡本クリニック 28_兵庫県 加古郡播磨町北本庄5丁目10-11

土山内科外科医院 28_兵庫県 加古郡播磨町野添1662-1

さくらぎ小児科 28_兵庫県 加古川市加古川町溝之口338-11

加古川駅前クリニック 28_兵庫県 加古川市加古川町溝之口503-2

とよだクリニック 28_兵庫県
加古川市加古川町溝之口507 サンライズ加古

川403-2

はしもとキッズクリニック 28_兵庫県 加古川市加古川町寺家町400-2

髙嶋内科 28_兵庫県 加古川市加古川町北在家2447

いのまた循環器科内科 28_兵庫県 加古川市加古川町友沢458番地の3

ゆあさ乳腺クリニック 28_兵庫県 加古川市寺家町303

やぎ整形外科クリニック 28_兵庫県 加古川市寺家町47-1

医療法人社団 ふじもと耳鼻咽喉科 28_兵庫県 加古川市西神吉町岸100-9

はせがわ内科クリニック 28_兵庫県 加古川市西神吉町岸溝尻100-11

⾧谷川医院 28_兵庫県 加古川市西神吉町鼎59-1

おりべ内科医院 28_兵庫県 加古川市東神吉町砂部441-1

あだち医院 28_兵庫県 加古川市東神吉町神吉116-1
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もと皮膚科クリニック 28_兵庫県 加古川市尾上町口里19-1

いなだ小児科 28_兵庫県 加古川市尾上町池田2355

医)慶仁会 やました整形外科 28_兵庫県 加古川市尾上町⾧田411-1

若藤クリニック 28_兵庫県 加古川市平岡町山之上662-2

玉田内科 28_兵庫県 加古川市平岡町新在家1192-482

山本可菜子皮フ科クリニック 東加古川

院
28_兵庫県 加古川市平岡町新在家1-260-12

なかやま心療内科 28_兵庫県 加古川市平岡町新在家1-263-7

すみなが小児科アレルギー科 28_兵庫県 加古川市平岡町新在家1371-4

平成泌尿器科クリニック 28_兵庫県 加古川市平岡町新在家2-266-13

つむら循環器内科クリニック 28_兵庫県 加古川市平岡町新在家2-268-1

坂田整形外科リハビリテーション 28_兵庫県 加古川市平岡町中野484-1

医療法人社団 仙齢会 いなみ野病院 28_兵庫県 加古川市平岡町土山423-2

川西内科医院 28_兵庫県 加古川市平岡町二俣761-1

工藤内科小児科 28_兵庫県 加古川市別府町新野辺北町1-45

医療法人社団 松凌会 多木クリニック 28_兵庫県 加古川市別府町西脇2丁目48

おだけ内科循環器科 28_兵庫県 加古川市別府町中島町51-2

宮島整形外科クリニック 28_兵庫県 加古川市別府町別府916-6

医療法人社団 みのりクリニック 28_兵庫県 加西市下宮木町547-1

あさじ医院 28_兵庫県 加西市若井町2841-4

やまもと内科クリニック 28_兵庫県 加西市北条町横尾1240

坂部整形外科 28_兵庫県 加西市北条町西高室533-1

加東市民病院 28_兵庫県 加東市家原85

医療法人社団 ふるもとクリニック 28_兵庫県 加東市社105-6

こどもとおとなのM&Hクリニック 28_兵庫県 加東市上滝野2418-1

うらべ耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 加東市上中2-24

坂本医院 28_兵庫県 加東市上中3丁目29

医療法人社団 光甚会 田渕医院 28_兵庫県 加東市新町180

東条診療所 28_兵庫県 加東市新定559-1

医療法人財団 德禮会 やすらぎの森診

療所
28_兵庫県 加東市新定707-1

桂医院 28_兵庫県 加東市大門358

医療法人 社団 曽野医院 28_兵庫県 加東市東古瀬20-1

松原メイフラワー病院 28_兵庫県 加東市藤田944-25

ササモト医院 28_兵庫県 高砂市伊保2丁目2-16

さかい眼科 28_兵庫県 高砂市伊保4丁目559

さわたり循環器科内科 28_兵庫県 高砂市伊保4丁目567-1

大森産婦人科医院 28_兵庫県 高砂市伊保港町2-5-17

山名クリニック 28_兵庫県 高砂市伊保崎南9-8
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医療法人社団 ふせ耳鼻咽喉科 28_兵庫県 高砂市荒井町東本町1-27

医療法人社団 樂裕会  荒川クリニッ

ク、樂樂クリニック
28_兵庫県 高砂市荒井町日之出町10-11

眼科多木医院 28_兵庫県 高砂市高砂町浜田町2-7-41

つくだ整形外科 28_兵庫県 高砂市今市2-301-1

植杉医院 28_兵庫県 高砂市松陽1丁目6-18

阪本医院 28_兵庫県 高砂市神爪1-11-15

川井整形外科 28_兵庫県 高砂市神爪2丁目2番7号

増田内科医院 28_兵庫県 高砂市神爪5丁目8番6号

大森整形外科医院 28_兵庫県 高砂市曽根町447-1

一般社団法人 日本健康倶楽部 兵庫支

部診療所
28_兵庫県 高砂市美保里25番32号

ふじわら医院 28_兵庫県 高砂市米田町塩市1-1

医療法人社団 仁秀会  東高砂胃腸外科 28_兵庫県 高砂市米田町古新305-1

かとうクリニック 28_兵庫県 高砂市米田町島38 イオン・アイモール高砂

織田医院 28_兵庫県 佐用郡佐用町三日月280-1

岡尾医院 28_兵庫県 佐用郡佐用町米田410-2

老人保健施設ハイム・ゾンネ 28_兵庫県 佐用郡佐用町林崎662-3

おかもと小児科 28_兵庫県 三田市けやき台3丁目76-5

どうもと内科クリニック 28_兵庫県 三田市すずかけ台2-3-1 えるむプラザ3階

浅井眼科医院 28_兵庫県 三田市すずかけ台2丁目3-1 えるむプラザ

澤外科 28_兵庫県 三田市屋敷町17-4

冨田クリニック 28_兵庫県 三田市下相野319-1

秋久医院 28_兵庫県 三田市加茂1086-3

前橋内科循環器科医院 28_兵庫県 三田市貴志79-1

カシオクリニック 28_兵庫県 三田市狭間が丘2-1-7

独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病

院
28_兵庫県 三田市大原1314

坂井産婦人科 28_兵庫県 三田市天神1-1-12

武中内科クリニック 28_兵庫県 三田市東本庄1086-1

医療法人山西会三田西病院 28_兵庫県 三田市東本庄2017番地

ねごろクリニック 28_兵庫県 三田市南が丘2丁目6-3

さんだリハビリテーション病院 28_兵庫県 三田市富士が丘5丁目16番1

高平診療所 28_兵庫県 三田市木器2227-3

⾧宗内科医院 28_兵庫県 三田市弥生が丘2丁目13番地3

医療法人社団 敬命会 吉川病院 28_兵庫県 三木市吉川町稲田1-2

中西医院 28_兵庫県 三木市志染町広野1-238

医療法人社団 関田会 ときわ病院 28_兵庫県 三木市志染町広野5丁目271
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医療法人社団 夢愛クリニック 28_兵庫県
三木市志染町西自由が丘1-840 サンテラス志

染1階

黒田東自由が丘診療所 28_兵庫県 三木市志染町東自由が丘2丁目391

早川内科循環器科医院 28_兵庫県 三木市大村142-7

医療法人 一陽会 服部病院 28_兵庫県 三木市大塚218-3

たにがわ眼科 28_兵庫県 三木市別所町小林725-4

島田医院 28_兵庫県 三木市本町1-5-16

こじま耳鼻咽喉科 28_兵庫県 三木市末広1-1-62

山本医院 28_兵庫県 三木市緑が丘町本町1-2-2

上田医院 28_兵庫県 三木市緑が丘町本町1-234

やまさき青山クリニック 28_兵庫県 宍粟市山崎町金谷96-1

井上クリニック 28_兵庫県 宍粟市山崎町御名37-1

医療法人社団 ウスキ医院 28_兵庫県 宍粟市山崎町山田185番地2

かなたに医院 28_兵庫県 宍粟市山崎町生谷201-1

医療法人社団 いなもち医院 28_兵庫県 宍粟市山崎町船元79-1

垣尾内科クリニック 28_兵庫県 宍粟市山崎町田井562-1

髙橋内科医院 28_兵庫県 洲本市宇原2243

医療法人社団 沖田耳鼻咽喉科 28_兵庫県 洲本市栄町1-3-27 TOPビル5F

柳澤医院 28_兵庫県 洲本市五色町鳥飼上987-2

五色診療所 28_兵庫県 洲本市五色町都志大日707

高田医院 28_兵庫県 洲本市山手1-1-44-14

木村医院 28_兵庫県 洲本市大野1335

石濱内科医院 28_兵庫県 洲本市物部2-7-1

うまづめ眼科クリニック 28_兵庫県 洲本市本町4丁目4-16

私立 育が丘クリニック 28_兵庫県 小野市樫山町字水谷拍子谷1475-689

北野整形外科・外科 28_兵庫県 小野市黒川町14-3

かごたに眼科 28_兵庫県 小野市黒川町1807-4

国立病院機構 兵庫あおの病院 28_兵庫県 小野市市場町926-453

井岡医院 28_兵庫県 小野市菅田町900

柏木医院 28_兵庫県 小野市船木町2

三浦クリック 28_兵庫県 小野市天神町814-1

医療法人社団 まつい子どもクリニック 28_兵庫県 小野市敷地町1500-13

清水内科クリニック 28_兵庫県 小野市敷地町1500-66

岡村医院 28_兵庫県 小野市敷地町1602-1

⾧谷川医院 28_兵庫県 神戸市須磨区月見山本町1丁目5番34号

美紀皮膚科医院 28_兵庫県 神戸市須磨区行幸町4-2-3

いなもり耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市須磨区行幸町4-2-3
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介護老人保健施設グリーンリーフ髙倉 28_兵庫県 神戸市須磨区高倉町1-6-24

岡医院 28_兵庫県 神戸市須磨区戎町3-1-23 シーホースビル2F

医療法人社団 中野泌尿器科 28_兵庫県 神戸市須磨区戎町3丁目1-24 豊ビル3階

水守外科 28_兵庫県 神戸市須磨区神の谷7-1-1

寺内外科胃腸科 28_兵庫県 神戸市須磨区菅の台3-13-4

ながお内科クリニック 28_兵庫県 神戸市須磨区菅の台3丁目13-3

独立行政法人国立病院機構 神戸医療セ

ンター
28_兵庫県 神戸市須磨区西落合3-1-1

新須磨クリニック 28_兵庫県 神戸市須磨区村雨町5-1-4

くすい内科医院 28_兵庫県 神戸市須磨区大手町3-1-12

明芳外科リハビリテーション病院 28_兵庫県 神戸市須磨区大田町6丁目1-3

しみず皮フ科 28_兵庫県
神戸市須磨区中落合2-2-5 名谷センタービル

3F

かわと内科・循環器内科クリニック 28_兵庫県
神戸市須磨区中落合3丁目1-10 LUCCA名谷2

階

佐々木医院 28_兵庫県 神戸市須磨区東白川台3丁目15-11

おち内科クリニック 28_兵庫県 神戸市須磨区南落合3-1-33

中山眼科医院 28_兵庫県 神戸市須磨区白川台2丁目59-4

宮本耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市須磨区飛松町1-2-9

石原医院 28_兵庫県 神戸市須磨区宝田町3-1-1

渡辺クリニック 28_兵庫県 神戸市須磨区北町1-2-6

医療法人広至会 稲守耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市須磨区北落合2-1-10

花畑クリニック 28_兵庫県 神戸市須磨区北落合3丁目28-2

松尾小児科 28_兵庫県 神戸市須磨区北落合5-3-31

うさみクリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区つつじが丘4-7-3

医療法人社団 藤井内科クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区つつじが丘4丁目8-1

山田医院 28_兵庫県 神戸市垂水区塩屋町6丁目21-16

洪南クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区塩屋北町3-6-1

ディアージュ神戸クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区学が丘5-1-4

永安心療クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区宮本町3-30-401

山﨑内科 28_兵庫県 神戸市垂水区向陽1-1-23

梅本消化器クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区城が山1丁目10-20

内山クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区城が山1丁目14-13-1

北畠内科 28_兵庫県 神戸市垂水区星が丘1-4-19 細川ビル

にしかげ内科クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区千鳥が丘3丁目19-9

内科すぎおクリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区川原3丁目1-11

三浦内科 28_兵庫県 神戸市垂水区多聞台2-2-8

星島整形外科・リハビリテーション 28_兵庫県 神戸市垂水区天ノ下町5-3
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江草クリニック 28_兵庫県
神戸市垂水区東垂水町管の口634-1 福田コー

プ2F

おいだクリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口634-1-206

藤田耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市垂水区東垂水町菅ノ口634-1

浜野外科・胃腸科 28_兵庫県 神戸市垂水区桃山台3-12-7

ともつ耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市垂水区日向1丁目4-1-202

おじま眼科クリニック 28_兵庫県
神戸市垂水区日向2-1-4 垂水駅前ゴールドビ

ル3F

かんの整形外科 28_兵庫県 神戸市垂水区日向2丁目1-4-102

医療法人社団 やまかわ消化器クリニッ

ク
28_兵庫県 神戸市垂水区日向2丁目1-4-201

大澤クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区美山台3丁目18番7

かわクリニック 内科・消化器内科 28_兵庫県 神戸市垂水区舞子坂3-16-12

医療法人社団恵友会 久保みずき小児

科・産婦人科
28_兵庫県

神戸市垂水区舞多聞西6-1-1 舞多聞100年の杜

メディカルモール2F

医療法人 鈴木クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区本多聞2-12-20

本多診療所 28_兵庫県 神戸市垂水区本多聞2-13-15

仁木内科医院 28_兵庫県 神戸市垂水区本多聞2-2-3-1

文生クリニック 28_兵庫県 神戸市垂水区名谷町1923-1

介護老人保健施設 垂水すみれ苑 28_兵庫県 神戸市垂水区名谷町字猿倉241-5

はら小児科 28_兵庫県 神戸市垂水市東垂水町字菅ノ口650-2

こうの眼科 28_兵庫県 神戸市西区伊川谷町潤和1420-1

にのみや小児科・アレルギー科 28_兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬36-12

おくざわクリニック 28_兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬709-1

きたがわクリニック 28_兵庫県
神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センター

ビル3階

執行耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県
神戸市西区井吹台東町1丁目1-1 西神南セン

タービル3階

特定医療法人 誠仁会 協和病院 28_兵庫県 神戸市西区押部谷町栄191-1

やしき耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市西区押部谷町栄328

井上クリニック外科胃腸科 28_兵庫県 神戸市西区王塚台2丁目79-2

あらき整形外科 28_兵庫県 神戸市西区王塚台7-33

山川整形外科クリニック 28_兵庫県 神戸市西区学園西町1-1-2

上山クリニック 28_兵庫県 神戸市西区学園西町5-2-4

森川小児科 28_兵庫県 神戸市西区学園西町7-2-4

山西内科 28_兵庫県 神戸市西区学園東町3-2-5

いわもと医院 28_兵庫県 神戸市西区岩岡町岩岡890-6

フェニックス岩岡クリニック 28_兵庫県 神戸市西区岩岡町岩岡917-12
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順天厚生事業団 附属診療所 西神健診

センター
28_兵庫県 神戸市西区高塚台5丁目1番1号

医療法人社団 中神クリニック 28_兵庫県 神戸市西区狩場台3-9-8

のざき耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市西区春日台3-3-24

おの認知症クリニック 28_兵庫県 神戸市西区大津和1丁目4-7

伊川谷病院 28_兵庫県 神戸市西区池上2丁目4番地の2

浅野医院 28_兵庫県 神戸市西区竹の台2-19-2

ふくだ医院 28_兵庫県 神戸市西区中野1-23-3

川井田泌尿器科クリニック 28_兵庫県 神戸市西区南別府4丁目368-1

こばやし小児科・脳神経外科クリニッ

ク
28_兵庫県 神戸市西区白水3丁目1-15

石原内科・リハビリテーション科 28_兵庫県 神戸市西区白水3丁目1-6

医療法人社団 三宅内科医院 28_兵庫県 神戸市西区櫨谷町⾧谷214-2

医療法人社団 翌檜会 さとうクリニッ

ク
28_兵庫県 神戸市西区櫨谷町福谷882番

上田内科医院 28_兵庫県 神戸市西区美賀多台2丁目12-1

つじクリニック 28_兵庫県 神戸市西区美賀多台3-11-8

ゆたかこどもクリニック 28_兵庫県 神戸市西区糀台5-6-3

医療法人社団愛永会 由井クリニック 28_兵庫県 神戸市西区糀台5丁目10-2

マスイ耳鼻咽喉科 28_兵庫県
神戸市西区糀台5丁目10-2 西神センタービル2

階

岡川医院 28_兵庫県 神戸市中央区旭通4-1-38

小川クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区旭通5-2-17

置塩医院 28_兵庫県 神戸市中央区下山手通2-12-3

たつみクリニック 28_兵庫県 神戸市中央区加納町2-9-14

医療法人愛和会 金沢クリニック 28_兵庫県
神戸市中央区加納町6丁目6-1 金沢三宮ビル11

階

波多腰心療クリニック 28_兵庫県
神戸市中央区加納町6丁目6-1 金沢三宮ビル地

下一階

海岸診療所 28_兵庫県 神戸市中央区海岸通2丁目3-10

高橋眼科院 28_兵庫県 神戸市中央区橘通2-1-17

めぐみクリニック 28_兵庫県
神戸市中央区港島中町3丁目1-2 神戸ポートビ

レツジ2階

にこメディカルクリニック 28_兵庫県 神戸市中央区港島中町3丁目2番地6-1

坪井クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区港島中町6丁目14 D-105

神戸低侵襲がん医療センター 28_兵庫県 神戸市中央区港島中町8丁目5番1号

兵庫県立粒子線医療センター附属神戸

陽子線センター
28_兵庫県 神戸市中央区港島南町1-6-8

理化学研究所・神戸地区 28_兵庫県 神戸市中央区港島南町2-2-3
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西田医院 28_兵庫県 神戸市中央区若菜通4丁目2-4 NKラポート201

神戸平成病院 28_兵庫県 神戸市中央区上筒井通6丁目2-43

岡クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区生田町1-4-1

医療法人社団 藤見医院 28_兵庫県 神戸市中央区相生町5-14-13

医療法人社団 福家診療所 28_兵庫県 神戸市中央区中山手通3丁目12-13

小田内科循環器科 28_兵庫県 神戸市中央区中山手通4-17-1

医療法人社団 杏園舎 小沢医院 28_兵庫県 神戸市中央区中山手通7-23-16

山根クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区中町通2-2-17

鎌田耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市中央区中町通4丁目2-11

野村耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市中央区東川崎町7-3-1

田中内科クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区楠町6丁目10-5

医療法人社団 王子会 神戸循環器クリ

ニック
28_兵庫県 神戸市中央区楠町6丁目11-5

髙田内科クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区日暮通3-5-12

医療法人社団 中山内科クリニック 28_兵庫県 神戸市中央区日暮通3丁目1-1

(医)岡田クリニック 28_兵庫県
神戸市中央区布引町3丁目-1-7 神戸クリニッ

ク8階

宮本耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市中央区布引町4-3-6-2F

小林メンタルクリニック 28_兵庫県 神戸市中央区北⾧狭通2丁目5-9-5F

加茂皮フ科医院 28_兵庫県
神戸市中央区脇の浜海岸通2-2-3 ケーズデン

キHAT神戸店3階

神戸赤十字病院 28_兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1

きむ耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市中央区脇浜海岸通2-2-3-3F

神戸労災病院 28_兵庫県 神戸市中央区籠池通4-1-23

医療法人社団 丸山病院 28_兵庫県 神戸市⾧田区丸山町3丁目4番22号

神戸医療生活協同組合 神戸協同組合 28_兵庫県 神戸市⾧田区久保町2-4-7

医療法人社団 まつだ眼科クリニック 28_兵庫県 神戸市⾧田区五番町8-1-1

早川整形外科クリニック 28_兵庫県 神戸市⾧田区御屋敷通3丁目1番34号

志伊内科医院 28_兵庫県 神戸市⾧田区四番町6-2-2 北野ビル5F

おかばやし内科医院 28_兵庫県 神戸市⾧田区菅原通4丁目202番地の3

朝日診療所 28_兵庫県 神戸市⾧田区川西通2-3-1

山本医院 28_兵庫県 神戸市⾧田区大丸町3-12-25

濵田医院 28_兵庫県
神戸市⾧田区大橋町10丁目1-27 浜田ビル

2F204

木南医院 28_兵庫県 神戸市⾧田区大橋町6丁目1-1-203

毛利眼科西神戸クリニック 28_兵庫県 神戸市⾧田区大塚町1-8-11 プレノ⾧田1F

藤山クリニック 28_兵庫県 神戸市⾧田区大塚町3-1-16

医療法人社団 鈴木診療所 28_兵庫県 神戸市⾧田区東尻池町3丁目1-2
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医) 野瀬病院 28_兵庫県 神戸市⾧田区二葉町5-1-36

医療法人社団 井上医院 28_兵庫県 神戸市⾧田区名倉町1丁目1-32

すみこ内科・循環器科 28_兵庫県 神戸市⾧田区浪松町2丁目2-19 藤原ビル1F

つじもと耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市東灘区岡本1-6-12 有本ビル2F

ふじた小児科 28_兵庫県 神戸市東灘区岡本1丁目5-1-101

そうえん整形外科 骨粗しょう症・リウ

マチクリニック
28_兵庫県 神戸市東灘区岡本2-14-10

吉田小児科医院 28_兵庫県 神戸市東灘区鴨子ヶ原3丁目28番地33

清原整形外科医院 28_兵庫県 神戸市東灘区魚崎中町3丁目5-4

村田クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区魚崎北町5-9-5

はせがわ耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区御影2-8-11-101

政田産婦人科・小児科医院 28_兵庫県 神戸市東灘区御影3-20-14

医療法人社団 御影ごきげんクリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区御影郡家2丁目16-10

山村内科循環器科 28_兵庫県
神戸市東灘区御影本町2丁目15番2号 宝泉御影

プラザ1階

谷尻医院 28_兵庫県 神戸市東灘区御影本町4-10-6

登村レディスクリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区御影本町4-11-5

中尾クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉宮町3-8-3

医療法人社団 杉原クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉宮町4-4-1-212

うさみ内科クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉宮町6-14-17

ひまわりクリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉宮町7-2-17

山崎産科婦人科医院 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉東町2-4-38

木戸 みみ・はな・のど クリニック 28_兵庫県
神戸市東灘区住吉東町4-7-27 ラファエラ浅野

3F

たぶち耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉本町1-1-2

堀クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉本町1-18-10

のだ整形外科クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区住吉本町1-7-2

とよた内科クリニック 28_兵庫県
神戸市東灘区住吉本町2丁目14-19 山口ビル

1F

本庄医院 28_兵庫県 神戸市東灘区城内通2丁目5ー14

松田耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市東灘区森南町1-5-1-130

小林整形外科クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区森北町1-7-13 アーク玉谷ビル2F

小谷医院 28_兵庫県 神戸市東灘区深江南町2-8-7-105

岡林内科クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区深江北町2-7-5

中川医院 28_兵庫県 神戸市東灘区深江北町3丁目4番22

深山医院 28_兵庫県 神戸市東灘区深江本町3丁目2-26

山本クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区西岡本1-4-40
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医療法人社団 四葉会 瀧口クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区青木5-2-17

耳鼻咽喉科藤木クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区田中町1丁目11番20号

筒井小児科クリニック 28_兵庫県 神戸市東灘区田中町1丁目13-22-107

賀来医院 28_兵庫県 神戸市東灘区田中町2-3-1

とうこ皮ふ科 28_兵庫県 神戸市東灘区田中町3-1-4-2F

山形耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市東灘区北青木3丁目4番19号

田中医院 28_兵庫県 神戸市東灘区本山中町3-4-13

あだち耳鼻咽喉科 28_兵庫県 神戸市東灘区本山中町4-1-3

神尾小児科 28_兵庫県 神戸市東灘区本庄町1-15-12

まるぐち皮膚科クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区永手町3-4-4

辻本内科 28_兵庫県 神戸市灘区永手町5-8-19

前田耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市灘区王子町1-1-14 前納ビル1F

堅田医院 28_兵庫県 神戸市灘区岸地通5丁目1-4 真幸ビル3階

河村循環器病クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区岸地通5丁目3番9号

森中耳鼻咽喉科 28_兵庫県
神戸市灘区岩屋中町4-2-7 シマブンビルBBプ

ラザ3階

くずはら整形外科 28_兵庫県 神戸市灘区記田町2-2-15

宇山眼科医院 28_兵庫県 神戸市灘区宮山町3-3-1 六甲駅前ビル3F

森本クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区高徳町5-1-6

ねもとクリニック 28_兵庫県 神戸市灘区山田町3-2-29

松本医院 28_兵庫県 神戸市灘区篠原南町2-4-5

松本医院 28_兵庫県 神戸市灘区篠原南町4丁目5の5

飯尾整形外科クリニック 28_兵庫県
神戸市灘区篠原本町1-7-19 アーバンヴィレッ

ジ篠原本町1F

野本内科 28_兵庫県 神戸市灘区篠原本町4-5-19

本庄医院 28_兵庫県 神戸市灘区城内通2-5-14

都診療所 28_兵庫県 神戸市灘区深田町2-26-3

医療法人社団 中林整形外科クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区水道筋4丁目3-14

川口クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区水道筋5丁目2-17

やまだ小児科 28_兵庫県 神戸市灘区水道筋6-2-18

ろっこう医療生活協同組合 灘診療所 28_兵庫県 神戸市灘区水道筋6-6-3

田中医院 28_兵庫県 神戸市灘区倉石通4-1-24

中井病院 28_兵庫県 神戸市灘区大内通6-1-3

岡田クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区中原通2-1-3

吉田小児科 28_兵庫県 神戸市灘区天城通4丁目1-4

渡辺内科小児科クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区楠丘町2-2-24

田中医院 28_兵庫県 神戸市灘区八幡町1-8-15
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亀田マタニティ・レディースクリニッ

ク
28_兵庫県 神戸市灘区八幡町1-8-15

医療法人康雄会 西病院 28_兵庫県 神戸市灘区備後町3丁目2-18

はぎの整形外科 28_兵庫県 神戸市灘区備後町4-1-1-301

エレガーノ摩耶クリニック 28_兵庫県 神戸市灘区摩耶海岸通1丁目3番10号

みなみ外科・整形外科 28_兵庫県 神戸市灘区摩耶海岸通2-3-3-102

清水クリニック 28_兵庫県 神戸市兵庫区羽坂通4-2-26

中野産婦人科医院 28_兵庫県 神戸市兵庫区下沢通1-3-8

芦名医院 28_兵庫県 神戸市兵庫区下沢通5-2-14

ゆり神経クリニック 28_兵庫県
神戸市兵庫区菊水町6-1-20 グランドプラザ菊

水101

せのお眼科医院 28_兵庫県
神戸市兵庫区菊水町6-1-20 グランドプラザ菊

水105

おかだ整形外科クリニック 28_兵庫県
神戸市兵庫区荒田町4-1-16 シャトラングリー

ンパーク1F

田中医院 28_兵庫県 神戸市兵庫区上祇園町3-3

ミナト診療所 28_兵庫県 神戸市兵庫区西出町2-14-7

医療法人一輝会 荻原みさき病院 28_兵庫県 神戸市兵庫区切戸町6-26

医療法人社団昭啓会 森医院 28_兵庫県 神戸市兵庫区大開通7丁目5番22号

ドリームヒルズ滝山 28_兵庫県 神戸市兵庫区滝山町7-2

リヒト・ファミリー眼科 28_兵庫県
神戸市兵庫区中之島 2-1-1 イオンモール神戸

南3階 3029ー1

中尾内科 28_兵庫県 神戸市兵庫区塚本通4-2-15

はまの医院 28_兵庫県 神戸市兵庫区湊山町7-10

竹下医院 28_兵庫県 神戸市北区ひよどり台3-11-3

医療法人社団 ちはらクリニック 28_兵庫県 神戸市北区甲栄台1丁目2番10号

たにぐちクリニック 28_兵庫県 神戸市北区山田町小部字向谷1-1 B-1

医療法人社団 まほし会 真星病院 28_兵庫県 神戸市北区山田町上谷上字古古谷12-3

恒生かのこ病院 28_兵庫県 神戸市北区鹿の子台北町8丁目11-1

山川医院 28_兵庫県 神戸市北区泉台1-8-4

さとう耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県 神戸市北区谷上東町1-1 谷上SHビル

谷上ノリッジクリニック 28_兵庫県 神戸市北区谷上東町13-22

平佐クリニック 28_兵庫県 神戸市北区筑紫が丘2-13-1

西崎眼科 28_兵庫県 神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル302

カトウレディースクリニック 28_兵庫県
神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル307

号

さかもと内科・消化器クリニック 28_兵庫県
神戸市北区藤原台中町1-2-2 エコールリラ本

館2階
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中川皮膚科クリニック 28_兵庫県
神戸市北区藤原台中町一丁目2番2号 エコー

ル・リラ 本館2階

菊川医院 28_兵庫県 神戸市北区藤原台南町1-1-5

森田皮膚科クリニック 28_兵庫県 神戸市北区藤原台南町3-6-16

東内医院 28_兵庫県 神戸市北区藤原台北町6-13-11

医)産科・婦人科 みずとりクリニック 28_兵庫県 神戸市北区藤原台北町7-2-7

くらた眼科 28_兵庫県 神戸市北区藤原台北町7-5-2

垂井耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県
神戸市北区道場町日下部1664番 アネックスビ

ル201号

恒生病院 28_兵庫県 神戸市北区道場町日下部1788番地

わくこどもクリニック 28_兵庫県 神戸市北区道場町日下部1834

たてはら耳鼻咽喉科気管食道科クリ

ニック
28_兵庫県

神戸市北区日の峰2-3-1 神戸北町センタービ

ル4階

押谷クリニック 28_兵庫県 神戸市北区日の峰3丁目24-2

神戸ゆうゆうの里診療所 28_兵庫県 神戸市北区鳴子3丁目1番地の2

二見クリニック 28_兵庫県 神戸市北区有野台7-4-5

芦田眼科 28_兵庫県 神戸市北区有野町有野1243-1

医療法人社団 赤塚クリニック 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台西町1丁目27-2

顕修会クリニック 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台西町2丁目22-3

田中眼科医院 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台東町1-10-1 善喜ビル2F

武田整形外科 28_兵庫県
神戸市北区鈴蘭台東町1丁目10番1号 善喜ビル

3階

増田耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台東町4-4-9

かわぐち内科クリニック 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台南町5-2-13

髙橋内科クリニック 28_兵庫県
神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1 ベルスト鈴蘭台2

階201号

横山診療所 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台北町1-4-10

こづち眼科 28_兵庫県
神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1 ベルスト鈴蘭台

2F

耳鼻咽喉科髙原クリニック 28_兵庫県
神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9-1 ベルスト鈴蘭

台2F

松岡医院 28_兵庫県 神戸市北区鈴蘭台北町5丁目5-25

藤川医院 28_兵庫県 神崎郡市川町屋形520-1

公立神崎総合病院 28_兵庫県 神崎郡神河町粟賀町385

福田眼科 28_兵庫県 神崎郡神河町福本851

医療法人社団 おおにしクリニック 28_兵庫県 神崎郡福崎町西治1481

城谷医院 28_兵庫県 神崎郡福崎町八千種2252

まりウィメンズクリニック 28_兵庫県 西宮市安井町5-14 夙川フロントビル3F
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いだ眼科 28_兵庫県
西宮市鞍掛町8-3 くらかけクリニックモール

2F

おだ整形外科リウマチクリニック 28_兵庫県
西宮市鞍掛町8-3 くらかけクリニックモール2

階

えいしん内科・消化器内科クリニック 28_兵庫県
西宮市鞍掛町8-3 くらかけクリニックモール3

階

医療法人社団順惺会 KOSHOクリニッ

ク
28_兵庫県 西宮市羽衣町5-13 ワジュール夙川ビル

谷口耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市羽衣町8-10 竹内ビル3F

熊野病院 28_兵庫県 西宮市下大市西町14-13

おりた耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 西宮市下大市東町25-5

夙川 はしもと医院 28_兵庫県 西宮市霞町5-44

鈴木医院 28_兵庫県 西宮市笠屋町17-40 宝城ビル1階

羽田皮膚科 28_兵庫県 西宮市笠屋町8-35

わしお耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市瓦林町20-13

笹生病院 28_兵庫県 西宮市弓場町5-37

神田内科小児科 28_兵庫県 西宮市苦楽園二番町12-6

医療法人社団 永井医院 28_兵庫県 西宮市江上町8-10

平井眼科 28_兵庫県 西宮市甲子園浦風町18-20

永田整形外科 28_兵庫県 西宮市甲子園九番町2-25

三浦医院 28_兵庫県 西宮市甲子園口2-1-31

きんたか医院 28_兵庫県 西宮市甲子園口2-4-10

国夫新生クリニック 28_兵庫県 西宮市甲子園口2丁目15-14

医療法人芳恵会 三好医院 28_兵庫県 西宮市甲子園口2丁目25番1号

林医院 28_兵庫県 西宮市甲子園口3-9-23

前田クリニック 28_兵庫県 西宮市甲子園口3丁目14-1

医療法人 芳恵会 三好病院 28_兵庫県 西宮市甲子園口北町24-9

半田医院 28_兵庫県 西宮市甲子園三番町10-43

医療法人社団 中村医院 28_兵庫県 西宮市甲子園四番町2-1

医療法人社団 みやわき整形外科クリ

ニック
28_兵庫県 西宮市甲子園四番町3-7

吉岡医院 28_兵庫県 西宮市甲子園七番町16-4

木原たか子皮フ科クリニック 28_兵庫県 西宮市甲子園七番町19-13

御幡医院 28_兵庫県 西宮市甲子園春風町4番27号

なかた内科クリニック 28_兵庫県 西宮市甲子園町3-5

マサダ医院 28_兵庫県 西宮市甲子園二番町1-13

岡田クリニック 28_兵庫県 西宮市甲子園六番町14-25

医療法人社団 森耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 西宮市甲東園1-6-27

秋山泌尿器科 28_兵庫県 西宮市甲風園1-10-11 中村ビル3F
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小田内科 循環器内科 28_兵庫県 西宮市甲風園1-6-1

医療法人社団 堀田眼科 28_兵庫県 西宮市甲陽園本庄町6-44

みみ・はな・のど しのみやクリニック 28_兵庫県 西宮市甲陽園本庄町9-13

横山クリニック 28_兵庫県 西宮市荒戎町5-18

木内女性クリニック 28_兵庫県 西宮市高松町4-8 プレラにしのみや3F

細田眼科 28_兵庫県 西宮市高松町4-8 プレラにしのみや3階

ねもと皮フ科・形成外科 28_兵庫県 西宮市高松町4-8 プレラ西宮307

レディース&ART クリニック サンタク

ルス
28_兵庫県

西宮市高松町5-22 阪急西宮ガーデンズゲート

館1階

岸田内科クリニック 28_兵庫県 西宮市高松町7-5

ジン医院 28_兵庫県 西宮市高須町1-1-12-205

佐古耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市高須町2-1-19-105

おおのひでこ小児・アレルギー科 28_兵庫県 西宮市高須町2丁目1番19-205号

医療法人社団 タブセクリニック 28_兵庫県 西宮市今津曙町11-8

大西内科循環器科 28_兵庫県 西宮市今津曙町6-2

有馬病院 28_兵庫県 西宮市山口町下山口1637-5

松澤整形外科 28_兵庫県 西宮市産所町15-1415-14

やまかげクリニック 28_兵庫県 西宮市市庭町6-10

すぎもとクリニック 28_兵庫県 西宮市室川町5-25

福井内科医院 28_兵庫県 西宮市小松東町3丁目8-1

浅井診療所 28_兵庫県 西宮市松原町3番3号

医療法人社団 中村整形外科 28_兵庫県 西宮市松原町7-20

ゆぐちクリニック 28_兵庫県 西宮市松山町13-25-204

ユニコの森 あかちゃんとこどものクリ

ニック
28_兵庫県

西宮市松山町13-25 甲子園口グリンプレイス

203

うえむら眼科クリニック 28_兵庫県
西宮市松山町13-26 甲子園口グリーンプレイ

スB棟2F

医療法人社団 徐クリニック 28_兵庫県 西宮市松籟荘10-25

医療法人社団 たき眼科 28_兵庫県 西宮市松籟荘11-9 BJビル1F

樹徳会 上ヶ原病院 28_兵庫県 西宮市上ヶ原十番町1番85号

勝部医院 28_兵庫県 西宮市上甲子園1-4-13

ゆき耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市上甲子園4丁目2-12

杉原医院 28_兵庫県 西宮市上甲東園3-6-21

北垣クリニック 28_兵庫県 西宮市上田中町7-3

平井内科医院 28_兵庫県 西宮市深谷町9-27

はしむら小児科 28_兵庫県 西宮市深津町7-21 阪急西宮ガーデンズ別館1F

医療法人社団 みやけ内科クリニック 28_兵庫県 西宮市神楽町11-27
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大草耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県
西宮市神楽町11-3 さくら夙川クリニックビル

3F

柴田クリニック 28_兵庫県 西宮市神楽町5-4

山根内科クリニック 28_兵庫県 西宮市生瀬町2-2-2 山武ビル2F

医療法人協和会 協和マリナホスピタル 28_兵庫県 西宮市西宮浜4-15-1

ふじた内科クリニック 28_兵庫県 西宮市西宮浜4丁目14-3 マリナヴィラ1F

さかねクリニック 28_兵庫県 西宮市西福町2-23 イサダビル2階

飯田整形外科 28_兵庫県 西宮市大屋町7-14

医療法人社団 西宮回生病院 28_兵庫県 西宮市大浜町1番4号

相生胃腸科外科クリニック 28_兵庫県 西宮市段上町1-7-8

清田診療所 28_兵庫県 西宮市段上町2-1-10

森口クリニック 28_兵庫県 西宮市段上町6-17-30

岩下内科クリニック 28_兵庫県 西宮市池田町9-6 JR 西宮駅NKビル203

伊東皮膚科 28_兵庫県 西宮市池田町9-6 JR 西宮駅NKビル301

三木メンタルクリニック 28_兵庫県 西宮市池田町9-6 JR 西宮駅NKビル304

とりやま耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市池田町9-6 JR 西宮駅NKビル3階

いいづか眼科 28_兵庫県 西宮市池田町9-6-305

前田耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 西宮市中屋町5-5

はせがわクリニック 28_兵庫県 西宮市中屋町6-14

山内内科クリニック 28_兵庫県 西宮市⾧田町1-18

ユニコの森 村上こどもクリニック 28_兵庫県 西宮市⾧田町1-20

医療法人社団 にきクリニック 28_兵庫県 西宮市津門呉羽町1-28 今津医療センター4階

医療法人社団 坂上田病院 28_兵庫県 西宮市津門仁辺町6-25

中島耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市天道町26-9 天道町ハイツ1F

星野耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 西宮市田中町3-1 エイヴィスプラザ2F209号

奥平整形外科 28_兵庫県 西宮市田中町4番18号

田所クリニック 28_兵庫県 西宮市田中町5-20-2F

こじまクリニック 28_兵庫県 西宮市田中町5-20-4F

浜本医院 28_兵庫県 西宮市東山台1丁目10-3

結城泌尿器科 28_兵庫県 西宮市南越木岩町10-12

さいとう耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県 西宮市南越木岩町11-10

けいクリニック 28_兵庫県 西宮市南越木岩町7-17

夙川よしだハートクリニック 28_兵庫県 西宮市南郷町14-16

しげやまクリニック 28_兵庫県 西宮市二見町13-21

くらかわ整形外科・耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市樋之池町10-15-101

医療法人社団 櫻根皮フ科 28_兵庫県 西宮市樋之池町10-15-203

たけまさクリニック 28_兵庫県 西宮市樋之池町21-26
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西岡医院 28_兵庫県 西宮市樋之池町27-38

辻みみはなのクリニック 28_兵庫県 西宮市浜町9-29-101

かにえ整形外科 28_兵庫県 西宮市伏原町7-17

医療法人社団 はら外科胃腸科クリニッ

ク
28_兵庫県 西宮市北口町1-2 アクタ西宮東館4階

瀬戸内科医院 28_兵庫県 西宮市北口町18番10号

みき耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西宮市名塩新町8番 エコール・なじお5階

なじお山下整形 28_兵庫県 西宮市名塩新町8番地 エコール・なじお5階

谷口皮膚科 28_兵庫県 西宮市名塩新町8番地 エコールなじお5階

仁眼科医院 28_兵庫県 西宮市鳴尾町3-16-16

斎藤皮フ科 28_兵庫県 西宮市門戸荘15-3

あしだこども診療所 28_兵庫県 西宮市門戸荘17-18 メディックモンド1F

川上皮フ科クリニック 28_兵庫県 西宮市門前町3-2 ラッスルプラザ門前1F

くればやし内科 糖尿病・内分泌内科 28_兵庫県
西宮市薬師町2-56 クリニックステーション西

宮北口1B

里皮フ科・小児科クリニック 28_兵庫県
西宮市薬師町2-56 クリニックステーション西

宮北口2-B

循環器科・内科 原田クリニック 28_兵庫県 西宮市薬師町8-15 薬師メディタウン2F

中川産婦人科クリニック 28_兵庫県 西宮市柳本町4-16

医療法人社団 坂牧眼科 28_兵庫県 西宮市里中町2-8-12

高橋クリニック 28_兵庫県 西宮市里中町3-11-11

亀田内科クリニック 28_兵庫県
西宮市両度町3-2 アメニティコート西宮北口5

号

石山整形外科 28_兵庫県
西宮市両度町6番22号 ベルシャイン西宮103

号

片岡クリニック 28_兵庫県 西宮市六軒町3-8-101

たにざわこどもクリニック 28_兵庫県 西宮市和上町1-31

北中耳鼻咽喉科 28_兵庫県 西難波町6丁目10-1

やない外科胃腸科 28_兵庫県 西脇市下戸田274-2

村上クリニック 28_兵庫県 西脇市黒田庄町岡354-1

大山記念病院 28_兵庫県 西脇市黒田庄町田高313

いわたウィメンズクリニック 28_兵庫県 西脇市上比延町432-49

生野医院 28_兵庫県 西脇市野村町1257-1

大岩診療所 28_兵庫県 赤穂郡上郡町上郡1645-5

岡田整形外科 28_兵庫県 赤穂郡上郡町與井字中垣内39-1

おばた内科・糖尿病クリニック 28_兵庫県 赤穂市さつき町12-8

赤穂記念病院 28_兵庫県 赤穂市塩屋3450-5

くぼかわ医院 28_兵庫県 赤穂市加里屋1738

秋山成⾧クリニック 28_兵庫県 赤穂市加里屋290-10 プラット赤穂2F
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三木内科 28_兵庫県 赤穂市加里屋42-13

医療法人社団 黒田如水会 黒田医院 28_兵庫県 赤穂市元沖町51番地

山中クリニック 28_兵庫県 赤穂市新田20-3

医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 28_兵庫県 赤穂市惣門町52-6

赤穂市民病院 28_兵庫県 赤穂市中広1090

九十九記念病院・介護医療院 28_兵庫県 川西市栄町10-4

たにぐち内科クリニック 28_兵庫県
川西市栄町20-1 ベルフローラかわにしWEST 

1F

三木外科胃腸科 28_兵庫県 川西市加茂2-18-21

さやなぎ眼科 28_兵庫県
川西市火打1-16-6 オアシスタウンキセラ川西 

メディカルゾーン2階

さくら皮ふ科 28_兵庫県
川西市火打1-16-6 オアシスタウンキセラ川西

2階

まえかわこどもクリニック 28_兵庫県 川西市火打1-2-1 キセラ川西オリヴィエ1-1

まさき内科クリニック 28_兵庫県 川西市花屋敷2-8-11

正愛病院 28_兵庫県 川西市久代2-5-34

たぐちクリニック 28_兵庫県 川西市見野2丁目15-24

(医)社団雄敬会 藤末医院 28_兵庫県 川西市小花1-3-5

医療法人社団紀翔会 木村メディカルク

リニック
28_兵庫県 川西市小花1丁目6-18 N&Hビル2階

田畑クリニック 28_兵庫県 川西市清和台東3-2-4

はえの往診クリニック 28_兵庫県 川西市西多田1-1-3

医療法人社団 武田外科 28_兵庫県 川西市多田桜木2-1-20

医療法人社団 酒井内科 28_兵庫県 川西市中央町6-7 セントラルビル2F

富山医院 28_兵庫県 川西市萩原台西1丁目90番地

いが小児科アレルギー科 28_兵庫県 川西市平野3-18-19

医療法人社団衿正会 生駒病院 28_兵庫県 川辺郡猪名川町広根字九十九8番地

医療法人社団こひつじ こひつじクリ

ニック
28_兵庫県 川辺郡猪名川町広根字野尻9-10

坂田診療所 28_兵庫県 川辺郡猪名川町紫合字古津ケ平157-3

貴田医院 28_兵庫県 川辺郡猪名川町若葉1-4-7

船田医院 28_兵庫県 川辺郡猪名川町松尾台3-2-2

整形外科ひぐちクリニック 28_兵庫県 川辺郡猪名川町伏見台1-1-56

相生市民病院 28_兵庫県 相生市栄町5番12号

栗尾整形外科 28_兵庫県 相生市山崎町227-1

魚橋病院 28_兵庫県 相生市若狭野町若狭野235番地26

ながお整形外科 28_兵庫県 多可郡多可町中区安坂71-1

多可町国民健康保険八千代診療所 28_兵庫県 多可郡多可町八千代区下村109-1

上久下の森診療所 28_兵庫県 丹波市山南町下滝465
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医療法人社団 田中外科医院 28_兵庫県 丹波市山南町谷川541-1

竹田医院 28_兵庫県 丹波市市島町下竹田15-1

けやきクリニック 28_兵庫県 丹波市柏原町鴨野346-1

宮崎クリニック 28_兵庫県 丹波市柏原町南多田686-1

山田眼科医院 28_兵庫県 丹波市柏原町柏原1399-1

整形外科けいクリニック 28_兵庫県 丹波市柏原町柏原3051-5

カドノ診療所 28_兵庫県 丹波市氷上町上新庄536番地

丹波篠山市国民健康保険 後川診療所 28_兵庫県 丹波篠山市後川上477

栖田内科 28_兵庫県 丹波篠山市黒岡184

おおぎや眼科 28_兵庫県 丹波篠山市黒岡186-1

篠山あだち耳鼻咽喉科 28_兵庫県 丹波篠山市黒岡187-1

丹波篠山市国民健康保険 今田診療所 28_兵庫県 丹波篠山市今田町今田新田17-1

丹波篠山市国民健康保険 東雲診療所 28_兵庫県 丹波篠山市小田中220番地2

小徳整形外科 28_兵庫県 丹波篠山市大沢2-1-1

医療法人社団 小嶋医院 28_兵庫県 丹波篠山市北45-4

石井医院 28_兵庫県 丹波篠山市北野新田60-1

丹波篠山市国民健康保険 草山診療所 28_兵庫県 丹波篠山市本郷108-1

すぎもとボーン・クリニーク 28_兵庫県 丹波篠山市味間新64-4

北淡診療所 28_兵庫県 淡路市育波480-5

(医)明視会 松田アイクリニック 28_兵庫県 淡路市岩屋1000番

岡田医院 28_兵庫県 淡路市岩屋985

医療法人社団 田中医院 28_兵庫県 淡路市久留麻1842-2

曽山医院 28_兵庫県 淡路市志筑1391-9

⾧野整形外科医院 28_兵庫県 淡路市志筑1579-1

高島眼科クリニック 28_兵庫県 淡路市志筑2830-3

髙島内科クリニック 28_兵庫県 淡路市志筑2831-4

河上整形外科 28_兵庫県 淡路市志筑新島6-27

聖隷淡路病院 28_兵庫県 淡路市夢舞台1-1

そよかぜ診療所 28_兵庫県 朝来市山東町矢名瀬町847

間島医院 28_兵庫県 朝来市新井705

医療法人社団 稲垣医院 28_兵庫県 朝来市生野町口銀谷2037

馬庭内科医院 28_兵庫県 朝来市和田山町宮田216

いわわき眼科クリニック 28_兵庫県 朝来市和田山町桑原401

一般社団法人 日本健康倶楽部 和田山

診療所
28_兵庫県 朝来市和田山町寺谷353-1

医療法人社団 浜野医院 28_兵庫県 朝来市和田山町寺谷684-6

医療法人社団 そよかぜ はるかぜ診療

所
28_兵庫県 朝来市和田山町竹田2486番地76

さかもと医院 28_兵庫県 朝来市和田山町東谷160番地2
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医療法人社団 谷村医院 28_兵庫県 朝来市和田山町東谷213-50

医療法人社団 三浦クリニック 28_兵庫県 朝来市和田山町立ノ原16-2

高岡耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県 朝来市和田山町立ノ原58-1

足立医院 28_兵庫県 朝来市和田山町和田山133-5

医療法人社団 平山こども医院 28_兵庫県 南あわじ市榎列上幡多1428-1

たまき診療所 28_兵庫県 南あわじ市賀集八幡7-9

西口医院 28_兵庫県 南あわじ市松帆古津路962-1

髙橋診療所 28_兵庫県 尼崎市稲葉荘1丁目14-7

潮江診療所 28_兵庫県 尼崎市下坂部1-7-7

八田クリニック 28_兵庫県 尼崎市栗山町2-24-36

鈴木クリニック 28_兵庫県 尼崎市栗山町2丁目13-1

井上小児科 28_兵庫県 尼崎市栗山町一丁目23-32-108

尼崎永仁会クリニック 28_兵庫県 尼崎市御園町3-3

東尼崎診療所 28_兵庫県 尼崎市杭瀬新町1-12-8

吉良整形外科医院 28_兵庫県 尼崎市杭瀬北新町1-10-2

高クリニック 28_兵庫県 尼崎市杭瀬北新町2-3-13

松井医院 28_兵庫県 尼崎市今福2-1-6

鷲田病院 28_兵庫県 尼崎市三反田町2-16-18

やまもと内科クリニック 28_兵庫県 尼崎市次屋2-13-23

徳田こどもクリニック 28_兵庫県 尼崎市次屋3-6-50

あい眼科クリニック 28_兵庫県 尼崎市七松町2-4-1

医療法人社団 勝谷医院 28_兵庫県 尼崎市七松町2丁目17-21

富永外科・肛門科 28_兵庫県 尼崎市七松町2丁目2-3

なりた医院 28_兵庫県 尼崎市若王寺2-4-10

医療法人煌仁会 森川内科クリニック 28_兵庫県 尼崎市上坂部1-4-1 ミリオンタウン塚口

ひのうえ皮フ科形成外科クリニック 28_兵庫県 尼崎市上坂部1-4-1 ミリオンタウン塚口2階

おくもとクリニック 28_兵庫県 尼崎市上坂部1丁目1-1 ビエラ塚口303

浜名外科医院 28_兵庫県 尼崎市常光寺2丁目7-10

阪神医療生活協同組合 第三診療所 28_兵庫県 尼崎市食満7丁目7番11号

整形外科ますはらクリニック 28_兵庫県 尼崎市神田中通5丁目195番

ナニワ診療所 28_兵庫県 尼崎市神田中通9-291

医療法人 文禮会 にしむら胃腸科外科

医院
28_兵庫県 尼崎市神田南通2-35-1

土谷医院 28_兵庫県 尼崎市神田南通3-85

ないとう醫院 28_兵庫県 尼崎市崇徳院1丁目6-3

大隈内科医院 28_兵庫県 尼崎市西昆陽1-11-1

かぎた医院 28_兵庫県 尼崎市西立花町2-9-2

大隈整形外科 28_兵庫県 尼崎市西立花町5-1-6

寺岡眼科クリニック 28_兵庫県 尼崎市大庄西町1-2-2
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本田診療所 28_兵庫県 尼崎市大庄西町2-29-15

眼科・皮フ科 横谷クリニック 28_兵庫県 尼崎市大庄西町2丁目22-30-107

医療法人社団 鈴木耳鼻咽喉科医院 28_兵庫県 尼崎市大庄北4丁目18-1

陳医院 28_兵庫県 尼崎市大島3-36-1

ほんじょう整形外科クリニック 28_兵庫県 尼崎市猪名寺3-5-15-2F

あづま整形外科リウマチ科 28_兵庫県 尼崎市潮江1-29-10

医療法人社団 吉村クリニック 28_兵庫県 尼崎市潮江1-5-1 ルネマスターズタワー1階

ヨシマツ小児科 28_兵庫県 尼崎市潮江1丁目15-3-204

おかもとこどもクリニック 28_兵庫県 尼崎市潮江1丁目3-43 緑遊新都心ビル1階

尼崎医療生活協同組合 ⾧洲診療所 28_兵庫県 尼崎市⾧洲西通2-9-7

伊東外科医院 28_兵庫県 尼崎市⾧洲東通1-7-10

山城小児科医院 28_兵庫県 尼崎市塚口町1-10-16

遠谷眼科 28_兵庫県 尼崎市塚口町1-10-31

那須婦人科クリニック 28_兵庫県 尼崎市塚口町1-18-10-101

河村医院 28_兵庫県 尼崎市塚口町1-2-2

はら内科クリニック 28_兵庫県 尼崎市塚口町1-2-2 河村ビル3階

医療法人社団正名会 池田病院 28_兵庫県 尼崎市塚口町1丁目18-5

なかのクリニック 28_兵庫県 尼崎市塚口町2-29-1

白壁診療所 28_兵庫県 尼崎市塚口町3-24-12

医療法人社団 亀井整形外科医院 28_兵庫県 尼崎市塚口町6-43-1

兵頭内科眼科・ハートクリニック 28_兵庫県 尼崎市塚口本町1-21-5

南川クリニック内科 28_兵庫県 尼崎市塚口本町2-20-1

森クリニック 28_兵庫県
尼崎市塚口本町3-32-20 ロイヤルハイツつか

しん2階

耳鼻咽喉科・皮膚科あらいクリニック 28_兵庫県
尼崎市塚口本町三丁目29-25 ディアコート塚

新1階

久保医院 28_兵庫県 尼崎市東園田9-48-1

園田病院 28_兵庫県 尼崎市東園田町2-48-7

医療法人社団 三圭会 中川医院 28_兵庫県 尼崎市東園田町3-15-4

町塚医院 28_兵庫県 尼崎市東園田町4-108-2

アイワ病院 28_兵庫県 尼崎市東園田町4丁目101-4

小野クリニック 28_兵庫県
尼崎市東園田町5丁目137番地 セントラルイレ

ブン1F

産科・婦人科衣笠クリニック 28_兵庫県 尼崎市東園田町9-10-1

よしだクリニック 28_兵庫県 尼崎市東園田町9-48-1

久保医院 28_兵庫県 尼崎市東園田町9-48-1

医療法人社団 美雄会 細川内科医院 28_兵庫県 尼崎市東園田町9丁目18-19

くまがいこどもクリニック 28_兵庫県 尼崎市東園田町9丁目37-11

尼崎健やかクリニック 28_兵庫県 尼崎市東向島西之町1
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医療法人社団 智聖会 安藤病院 28_兵庫県 尼崎市東難波町5丁目19番16号

夏秋医院 28_兵庫県 尼崎市南塚口町1-11-9

あらい内科医院 28_兵庫県 尼崎市南塚口町1-12-23

内藤クリニック 28_兵庫県 尼崎市南塚口町1-30-10

よこた芳友クリニック 28_兵庫県 尼崎市南塚口町2-21-29

整形外科かわむらクリニック 28_兵庫県 尼崎市南塚口町2丁目12-18 塚口若松ビル1階

さかねレディースクリニック 28_兵庫県 尼崎市南塚口町3-4-27

つかぐち病院 28_兵庫県 尼崎市南塚口町6-8-1

わたや整形外科 28_兵庫県 尼崎市南塚口町7-4-12

尼崎医療生活協同 萌クリニック 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘10丁目62-17

あおぞら生協クリニック 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘11-12-1

つだ内科・脳神経内科 28_兵庫県
尼崎市南武庫之荘1-12-1 松弥サウスモール 2

階

板谷クリニック 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘1-12-17

梅華会わくわくこどもクリニック 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘1-13-3-2F

尼崎医療生協病院 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘12-16-1

あいだクリニック 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘2丁目22-12

槇林内科医院 28_兵庫県 尼崎市南武庫之荘3丁目6番12号

中井医院 28_兵庫県 尼崎市浜2-5-9

武部整形外科リハビリテーション 28_兵庫県 尼崎市浜田町5-28

笹部内科クリニック 28_兵庫県 尼崎市富松町1-29-18

藤野小児科 28_兵庫県 尼崎市武庫元町1丁目26-12

西武庫病院 28_兵庫県 尼崎市武庫元町2-4-13

医療法人 純徳会 田中病院 28_兵庫県 尼崎市武庫川町2丁目2番地

こくぶ小児科・アレルギー科 28_兵庫県 尼崎市武庫之荘1-23-7

まつもとファミリークリニック 28_兵庫県 尼崎市武庫之荘1-37-14

吉田整形外科 28_兵庫県 尼崎市武庫之荘1-5-7 三杉ビル

山口診療所 28_兵庫県 尼崎市武庫之荘3-1-1

安武皮膚科 28_兵庫県 尼崎市武庫之荘4-5-5

岡﨑こどもクリニック 28_兵庫県 尼崎市武庫之荘東1-1-12

しんどう内科クリニック 28_兵庫県
尼崎市蓬川町302番16号 ザ・ガーデネスクシ

ティ・アクア館103号

医療法人社団 杉澤医院 28_兵庫県 尼崎市立花町1-25-14

医療法人社団 堯風会 尾﨑医院 28_兵庫県 尼崎市立花町3-16-30

清家クリニック 28_兵庫県 尼崎市塚口町6-34-4

医療法人社団 村瀬医院 28_兵庫県 美方郡香美町村岡区村岡347

あおぞらこどもクリニック 28_兵庫県 美方郡新温泉町芦屋130-1

古澤クリニック 28_兵庫県 美方郡新温泉町細田209-2
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はまかぜ眼科クリニック 28_兵庫県 美方郡新温泉町二日市184-1

浜辺医院 28_兵庫県 美方郡新温泉町浜坂1261-2

上田クリニック 28_兵庫県 姫路市伊伝居612-1

やまもと皮膚科・漢方クリニック 28_兵庫県
姫路市駅前町271 姫路駅前メディカルガーデ

ン3F

福間内科医院 28_兵庫県 姫路市下手野5丁目450-1

福本内科 28_兵庫県 姫路市玉手3丁目62-1

藤原小児科クリニック 28_兵庫県 姫路市玉手Ⅰ-193-2

岩﨑眼科 28_兵庫県 姫路市鍵町15

(医)桃井整形外科 28_兵庫県 姫路市呉服町61番地

宮浦こころのクリニック 28_兵庫県 姫路市呉服町8 空地ビル2F

中山クリニック 28_兵庫県 姫路市呉服町8 空地ビル4F

空地内科院 28_兵庫県 姫路市呉服町8 空地ビル5F

花房内科・消化器科 28_兵庫県 姫路市御国野町国分寺649-8

医療法人社団 綱島会 厚生病院 28_兵庫県 姫路市御立西4丁目1番25号

若林医院 28_兵庫県 姫路市御立東1丁目25-7

広畑センチュリー病院 28_兵庫県 姫路市広畑区正門通4-2-1

山本内科医院 28_兵庫県 姫路市香寺町香呂107-1

竹村整形外科医院 28_兵庫県 姫路市香寺町中仁野257-2

西門内科 28_兵庫県 姫路市香寺町田野1014-2

白國医院 28_兵庫県 姫路市山田町西山田46番地

須山内科・循環器内科 28_兵庫県 姫路市若菜町2丁目28

特定医療法人財団清良会 書写病院 28_兵庫県 姫路市書写台2丁目28番地

美野内科医院 28_兵庫県 姫路市勝原区丁98-7

土井眼科 28_兵庫県 姫路市城見町147

神頭医院 28_兵庫県 姫路市城北本町16-14

五百井小児科 28_兵庫県 姫路市城北本町5番25号

社会医療法人松藤会 入江病院 28_兵庫県 姫路市飾磨区英賀春日町2丁目25

てつや皮膚科 28_兵庫県 姫路市飾磨区英賀清水町3-120-2

原田心療クリニック 28_兵庫県 姫路市飾磨区玉地1-34 信光第2ビル1F

てらおクリニック 28_兵庫県 姫路市飾磨区構2-202

大島内科クリニック 28_兵庫県 姫路市飾磨区構3丁目233番地

ひまわり整形外科 28_兵庫県 姫路市飾磨区今在家4-25-1

田中クリニック 28_兵庫県 姫路市飾磨区三宅1-192 田中興産ビル1F

きむら内科クリニック 28_兵庫県 姫路市飾磨区上野田6-3-1

うおずみ耳鼻咽喉科 28_兵庫県 姫路市飾磨区清水181 さくらビル1F

深津内科診療所 28_兵庫県 姫路市飾磨区中島7番地

清水医院 28_兵庫県 姫路市飾磨区天神9

おくのクリニック 28_兵庫県 姫路市飾磨区蓼野町116-1
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医療法人ひまわり会 八家病院 28_兵庫県 姫路市西今宿2丁目9番地50号

吉本内科医院 28_兵庫県 姫路市西庄字クボリ甲176-5

松本内科クリニック 28_兵庫県 姫路市西八代町9-26

宇野津整形外科医院 28_兵庫県 姫路市青山西1-11-13

しみず眼科 28_兵庫県 姫路市青山西2-19-12

(医)みやけ内科・循環器科 28_兵庫県 姫路市大塩町宮前1番地

はりま眼科 28_兵庫県
姫路市大津区大津町2-5 イオンモール姫路大

津1階

⾧久天満診療所 28_兵庫県 姫路市大津区天神町1-55-2

ほづみ内科医院 28_兵庫県 姫路市鷹匠町乙17-1

岸田医院 28_兵庫県 姫路市鷹匠町乙6-2

吉川内科医院 28_兵庫県 姫路市辻井7丁目14番13号

小嶋診療所 28_兵庫県 姫路市的形町的形1250

土井医院 28_兵庫県 姫路市的形町的形1761-20

おおたレディースクリニック 28_兵庫県 姫路市砥堀229-1

糖尿病内科 西詰医院 28_兵庫県 姫路市土山5-5-35

医療社団法人 阿保クリニック 28_兵庫県 姫路市東駅前町75-1

三和内科医院 28_兵庫県 姫路市東延末5丁目86

奥新クリニック 28_兵庫県 姫路市東今宿3-6-39

医療法人社団 三紀会 木下病院 28_兵庫県 姫路市東辻井4丁目1番12号

医療法人社団 夢前会 金田病院 28_兵庫県 姫路市東夢前町前之庄2934-1

みこ皮膚科クリニック 28_兵庫県 姫路市南今宿2-39

なかむら内科クリニック 28_兵庫県 姫路市南今宿3-1-2階

木花クリニック 28_兵庫県 姫路市南今宿3-6

いしなぎ形成外科リンパ浮腫クリニッ

ク
28_兵庫県 姫路市南町11 Capitarl.i姫路 3階南

やまだ皮膚科クリニック(姫路市南町) 28_兵庫県 姫路市南町5 モルティひめじ1階

医療法人 佑健会 木村病院 28_兵庫県 姫路市南八代町5-3

東しめじ腎泌尿器科クリニック 28_兵庫県 姫路市日出町3-38-1

中村耳鼻咽喉科 28_兵庫県 姫路市忍町85

井上内科医院 28_兵庫県 姫路市博労町77

(医)福永眼科医院 28_兵庫県 姫路市白銀町40

和田整形外科クリニック 28_兵庫県 姫路市白浜町寺家1丁目186-1

大村内科 28_兵庫県 姫路市白浜町丙492-11

平田医院 28_兵庫県 姫路市八代740番地3

姫路愛和病院 28_兵庫県 姫路市飯田3-219-1

金高医院 28_兵庫県 姫路市福中町10

いけがみクリニック 28_兵庫県 姫路市別所町佐土2-18
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すがの内科クリニック 28_兵庫県 姫路市別所町北宿1048-3

中塚泌尿器科医院 28_兵庫県 姫路市保城字高町168-7

水野内科医院 28_兵庫県 姫路市坊主町55

岡本内科 28_兵庫県 姫路市北今宿3丁目5-36

城陽江尻病院 28_兵庫県 姫路市北条1丁目279番地

三輪整形外科 28_兵庫県 姫路市北条口3-77

片嶋外科 28_兵庫県 姫路市北八代1-2-3

医療法人社団 夢前会 金田病院 28_兵庫県 姫路市夢前町前之庄2934-1

根木医院 28_兵庫県 姫路市綿町115

医)転馬こどもの診療所 28_兵庫県 姫路市網干区垣内東町132番地

山田病院 28_兵庫県 姫路市網干区興浜39

朝山内科医院 28_兵庫県 姫路市網干区坂上378-1

こがめ内科 28_兵庫県 姫路市網干区新在家1306

西脇泌尿器科医院 28_兵庫県 姫路市網干区新在家541

ヘルスコープあぼし診療所 28_兵庫県 姫路市網干区和久2番地2

段医院 28_兵庫県 姫路市林田町林田20番地

おのクリニック 28_兵庫県 宝塚市すみれガ丘1-9-1

整形外科よしはらクリニック 28_兵庫県 宝塚市安倉南1-17-12

田村クリニック 28_兵庫県 宝塚市伊孑志1-7-15

小松原医院 28_兵庫県 宝塚市伊孑志3-2-31

岡本クリニック 28_兵庫県 宝塚市栄町2-1-2 ソリオ宝塚2号棟3F

近藤診療所 28_兵庫県 宝塚市下佐曽利字欠7

門真晋栄福祉会診療所 28_兵庫県 宝塚市亀井町10-30

逆瀬川かとう整形外科 28_兵庫県 宝塚市逆瀬川1-2-1 アピア1  4階

医療法人社団 今泉クリニック 28_兵庫県 宝塚市逆瀬川2-4-3

希望の家グリーンホームクリニック 28_兵庫県 宝塚市玉瀬字田畠10

中出医院 28_兵庫県 宝塚市金井町4-54

医療法人尚和会 宝塚第一病院 28_兵庫県 宝塚市向月町19番5号

医療法人社団 平野マタニティクリニッ

ク
28_兵庫県 宝塚市山本東3-14-5

田中大也整形外科 28_兵庫県 宝塚市山本東3-14-6

岸本医院 28_兵庫県 宝塚市鹿塩2丁目11-10

みなみ眼科 28_兵庫県 宝塚市小浜5丁目1-28

成山クリニック 28_兵庫県 宝塚市小林2-11-16 カサオバヤシ2階

しみず整形外科・内科・骨粗しょう症

クリニック
28_兵庫県 宝塚市小林2-9-18

原田整形外科 28_兵庫県 宝塚市小林5-4-39

仁川診療所 28_兵庫県 宝塚市仁川宮西町2-32

宝塚清光クリニック 28_兵庫県 宝塚市仁川団地4-14

538 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

清水外科胃腸科 28_兵庫県 宝塚市清荒神1-2-36

山崎医院 28_兵庫県 宝塚市清荒神2-20-27

医療法人社団 かとうクリニック 28_兵庫県 宝塚市千種2丁目8-102

大門医院 28_兵庫県 宝塚市川面3丁目23-12

安井内科 28_兵庫県 宝塚市川面5丁目10-35

安井眼科 28_兵庫県 宝塚市川面5丁目10-35 エヌ・ワイ・ビル3F

なかがわ眼科 28_兵庫県 宝塚市中筋7-73-4

森医院 28_兵庫県 宝塚市中筋8丁目13-5-2A

かとう内科眼科クリニック 28_兵庫県
宝塚市中山桜台2-2-1 中山台ファミリーセン

ター2階

しばたに整形外科クリニック 28_兵庫県
宝塚市中山寺1丁目11番12号 中山観音メディ

カルビル2階

東医院 28_兵庫県 宝塚市中州1-2-15

くさなみ内科クリニック 28_兵庫県 宝塚市湯本町9-5

辰井整形外科 28_兵庫県 宝塚市南口1-8-20 南口ビル4階

中村耳鼻咽喉科 28_兵庫県 宝塚市売布2-13-8

よしおかクリニック 28_兵庫県 宝塚市宝梅2-6-26

双愛整形外科 28_兵庫県 宝塚市末広町2-8

黒田整形外科 28_兵庫県 宝塚市野上1丁目2-7

医療法人社団 中治内科クリニック 28_兵庫県 豊岡市京町5番43号

あかまつ小児科 28_兵庫県 豊岡市九日市下町119

ゆう眼科クリニック 28_兵庫県 豊岡市戸牧535-1

大西眼科医院 28_兵庫県 豊岡市幸町1-27

江本内科クリニック 28_兵庫県 豊岡市江本503

小林こどもクリニック 28_兵庫県 豊岡市高屋987-3

浮田整形外科医院 28_兵庫県 豊岡市若松町7-5

きょうこ内科クリニック 28_兵庫県 豊岡市寿町2-36

藤原医院 28_兵庫県 豊岡市出石町松枝105番地

和田内科クリニック 28_兵庫県 豊岡市出石町町分131-3

中沢医院 28_兵庫県 豊岡市出石町本町66

医療法人社団 大井医院 28_兵庫県 豊岡市城南町8-12

耳鼻咽喉科 えんどう医院 28_兵庫県 豊岡市千代田町9-3

豊岡市立高橋診療所 28_兵庫県 豊岡市但東町久畑126

小西整形外科医院 28_兵庫県 豊岡市中央町3-36

つるさこ耳鼻咽喉科 28_兵庫県 豊岡市日高町土居170-1

志田クリニック 28_兵庫県 明石市貴崎1丁目5-2

平野医院 28_兵庫県 明石市魚住町錦が丘3-10-6

しばはら整形外科スポーツ関節クリ

ニック
28_兵庫県 明石市魚住町錦が丘4丁目5-1 駅前NSビル2階
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久仁会 明石同仁病院 28_兵庫県 明石市魚住町清水2183

野木病院 28_兵庫県 明石市魚住町⾧坂寺字ツエ池1003番地の1

下山眼科 28_兵庫県 明石市硯町2-5-66

たかみやこころのクリニック 28_兵庫県 明石市松の内2丁目5-2 松の内ビル5階

耳鼻咽喉科 黒田医院 28_兵庫県 明石市西新町2-4-13

そうのクリニック 28_兵庫県 明石市西新町3丁目12-12

みつだ整形外科 28_兵庫県 明石市西明石南町2-2-5

関内科医院 28_兵庫県 明石市西明石北町3-13-14

うえの内科 28_兵庫県 明石市相生町2丁目2-18

大野泌尿器科診療所 28_兵庫県 明石市大観町1-1

きひら耳鼻咽喉科 28_兵庫県
明石市大久保町ゆりのき通り1-4-2 ウエスト

スクエア3-103

むらた泌尿器科医院 28_兵庫県
明石市大久保町駅前1-7-12 リアルティ大久保

駅前1F

橋本医院 28_兵庫県 明石市大久保町森田179

浜本整形外科耳鼻咽喉科 28_兵庫県 明石市大久保町大久保町597-10

医療法人ひまわり会 城南眼科 28_兵庫県 明石市大明石町1-1-23 ピオレ明石西館

なかた・みずのやレディースクリニッ

ク
28_兵庫県 明石市大明石町1-3-8 ユタカ第2ビル 2F

医療法人社団 吉徳会 あさぎり病院 28_兵庫県 明石市朝霧台1120-2

あさぎりこどもクリニック 28_兵庫県 明石市朝霧台3783-134

北整形外科 28_兵庫県 明石市朝霧南町1丁目165-5 朝霧KMビル3階

西山クリニック 28_兵庫県 明石市朝霧南町4-14-41

医療法人社団 仁恵会 石井病院 28_兵庫県 明石市天文町1-5-11

医療法人社団 仁恵会 じんけいクリ

ニック
28_兵庫県 明石市天文町1丁目4番27号

大賀医院 28_兵庫県 明石市天文町2丁目1-32

福水医院 28_兵庫県 明石市田町1-8-18

クリニックちえのわ 28_兵庫県 明石市東仲ノ町11-30 KTSビル5F

明石たかぎ耳鼻咽喉科クリニック 28_兵庫県 明石市東野町2087-1 サンビルダー朝霧1F

医療法人社団 江本内科循環器科医院 28_兵庫県 明石市東野町29-10

室谷整形外科クリニック 28_兵庫県 明石市藤江1109

塩澤医院 28_兵庫県 明石市二見町西二見767-1

医療法人社団 新丸クリニック 28_兵庫県 明石市二見町西二見駅前4-3

医療法人社団 繁田医院 28_兵庫県 明石市二見町東二見1328-1

医療法人社団 私立二見レディースクリ

ニック
28_兵庫県 明石市二見町東二見207

明石回生病院 28_兵庫県 明石市二見町東二見549-1

藤井クリニック 28_兵庫県 明石市別所町18-1 オージービル西明石2階
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王子クリニック 28_兵庫県 明石市北王子町13-60

久保みずきレディースクリニック明石

診療所
28_兵庫県 明石市本町2-1-15

ししだ眼科クリニック 28_兵庫県 明石市明南町1丁目3-1

かまだクリニック 28_兵庫県 明石市野々上2-10-16

医療法人社団五誓会 あさひ病院 28_兵庫県 明石市林崎町2丁目1-31

藤本クリニック 28_兵庫県 明石市和坂12-10

ささき整形外科クリニック 28_兵庫県 揖保郡太子町東南345

野村医院 28_兵庫県 揖保郡太子町東保134-1

松浦眼科 28_兵庫県 揖保郡太子町東保20-4

室井メディカルオフィス 28_兵庫県 揖保郡太子町矢田部335-1

医療法人社団 井上医院 28_兵庫県 養父市浅野368-2

日光診療所 28_兵庫県 養父市八鹿町八鹿540-1

森医院 28_兵庫県 養父市堀畑82-28

永野整形外科クリニック 29_奈良県 香芝市旭ケ丘4-2-1

ころころこどもクリニック 29_奈良県 天理市指柳町256-11

広岡西部診療所 29_奈良県 奈良市赤膚町1032

医療法人 高浜医院 29_奈良県 奈良市千代ヶ丘2-1-31

川西診療所 29_奈良県 磯城郡川西町結崎452-98

牧浦医院 29_奈良県 磯城郡川西町唐院43-1

小嶌内科小児科 29_奈良県 磯城郡田原本町三笠17-8

忠岡医院 29_奈良県 磯城郡田原本町秦庄456-8

はたけやま耳鼻咽喉科 29_奈良県 磯城郡田原本町保津292-1

曽爾村国民健康保険診療所 29_奈良県 宇陀郡曽爾村伊賀見43-1

医療法人 谷口内科医院 29_奈良県 宇陀市榛原あかね台2-19-5

医療法人 山本診療所 29_奈良県 宇陀市榛原ひのき坂2-1-9

医療法人 智光会 城井内科医院 29_奈良県 宇陀市榛原下井足12-1

医療法人 吉生会 吉井整形外科医院 29_奈良県 宇陀市榛原福地374-1

宮本医院 29_奈良県 橿原市葛本町364-1

ひがみリウマチ糖尿病内科クリニック 29_奈良県 橿原市葛本町701番地

くぼた医院 29_奈良県 橿原市見瀬町11-1

医療法人社団 誠医会 安東内科医院 29_奈良県 橿原市山之坊町69番地の1

社会医療法人 平成記念会 平成記念病

院
29_奈良県 橿原市四条町827

社会医療法人 平成記念会 平成まほろ

ば病院
29_奈良県 橿原市四分町82番地1

佐々木内科 29_奈良県 橿原市小綱町5-36

かわはらこどもクリニック 29_奈良県 橿原市上品寺町240-1
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医療法人 菊川医院 29_奈良県 橿原市上品寺町380-22

さくらレディースクリニック 29_奈良県 橿原市上品寺町528

木田クリニック 29_奈良県 橿原市常盤町344-2

髙岡医院 29_奈良県 橿原市石川町503

医)橿原リハビリテーション病院 29_奈良県 橿原市田中町104-1

医療法人 雅会山本クリニック 29_奈良県 橿原市東坊城町202-1

たかしま泌尿器科 29_奈良県 橿原市内膳町1-1-5 大通口ビル3階

クリニック神宮前 29_奈良県 橿原市内膳町5丁目4-41 コンフォート八木1F

たに小児科医院 29_奈良県 橿原市北八木町3-65-7

まえだ耳鼻咽喉科クリニック 29_奈良県 橿原市北八木町３丁目４番３２号

西岡医院 29_奈良県 橿原市北八木町3丁目50-1

錦織病院 29_奈良県 橿原市木原町77-1

あや眼科クリニック 29_奈良県 葛城市尺土9-10 あすかビル2F

医療法人 小泉医院 29_奈良県 葛城市新庄119

医療法人 堀内医院 29_奈良県 葛城市忍海338-4

山岸眼科医院 29_奈良県 吉野郡下市町新住120

島田医院 29_奈良県 吉野郡吉野町上市126

上北山村国民健康保険診療所 29_奈良県 吉野郡上北山村河合381

川上村国民健康保険川上診療所 29_奈良県 吉野郡川上村迫1334-23

オケタ整形外科 29_奈良県 吉野郡大淀町下渕81-3

中辻医院 29_奈良県 吉野郡大淀町桧垣本104-2

医療法人 弘仁会 南和病院 29_奈良県 吉野郡大淀町福神1-181

野迫川村診療所 29_奈良県 吉野郡野迫川村大字中355番地の1

中西クリニック 29_奈良県 五條市五條3-2-20

医療法人 中垣整形外科 29_奈良県 五條市今井4-3-1

田畑医院 29_奈良県 五條市中ノ町1617-1

大川橋診療所 29_奈良県 五條市野原西2-1-26

西川医院 29_奈良県 御所市柿ヶ坪町687番地

勝山診療所 29_奈良県 御所市御国通り343番地の4

清保医院 29_奈良県 御所市御所98-1

山下医院 29_奈良県 御所市三室110-1

(医)吉川耳鼻咽喉科 29_奈良県 御所市東松本8-1 ATYビル2階

ひろ整形外科クリニック 29_奈良県 香芝市旭ケ丘2丁目30-1

医療法人 谷山耳鼻咽喉科クリニック 29_奈良県 香芝市旭ケ丘5丁目36-14

内科松山医院 29_奈良県 香芝市磯壁6丁目234-6

医療法人 和田クリニック 29_奈良県 香芝市下田西1丁目10-17 アバンギャルド1階

かまだ医院 29_奈良県 香芝市鎌田464-3

542 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

佐々木クリニック 29_奈良県 香芝市畑4丁目538-1

医療法人 幸仁会 木下医院 29_奈良県 桜井市阿部550

上田クリニック 29_奈良県 桜井市粟殿468-18

医療法人 森本整形外科クリニック 29_奈良県 桜井市桜井1126-6

清心会 桜井病院 29_奈良県 桜井市桜井267

医療法人 菊川内科医院 29_奈良県 桜井市桜井875

大住診療所 29_奈良県 桜井市桜井987

いぬい耳鼻咽喉科 29_奈良県 桜井市三輪47-1

飯岡医院 29_奈良県 桜井市芝351

のぐちクリニック 29_奈良県 桜井市上之庄711-1

羽田医院 29_奈良県 桜井市西之宮228番地35

飯岡形成外科ひふ科 29_奈良県 桜井市川合259-5

小西橋医院 29_奈良県 桜井市谷240-1

医療法人 優心会 吉江医院 29_奈良県 桜井市東新堂83番地の1

のぞみ診療所 29_奈良県 桜井市忍阪39-1

山添村国民健康保険 波多野診療所 29_奈良県 山辺郡山添村大字中峰山1028-1番地

山内醫院 29_奈良県 生駒郡安堵町東安堵965-21

一般財団法人 信貴山病院 ハートラン

ドしぎさん
29_奈良県 生駒郡三郷町勢野北4-13-1

斑鳩の里内科醫院 29_奈良県 生駒郡斑鳩町興留6の2の8

医療法人 西和会 西和往診クリニック 29_奈良県 生駒郡斑鳩町小吉田2-7-15

前田クリニック 29_奈良県 生駒郡斑鳩町龍田西8-6-10

たかつかこどもクリニック 29_奈良県 生駒郡平群町下垣内134-1

医療法人 康成会 菊美台クリニック 29_奈良県 生駒郡平群町菊美台1-10-13

松井内科 29_奈良県 生駒郡平群町菊美台1-7-5 宝栄辰巳ビル2F-1

医療法人石誠会 いしむら整形外科 29_奈良県 生駒郡平群町三里385-2

悠々の郷 29_奈良県 生駒郡平群町上庄1-15-1

勝間内科医院 29_奈良県 生駒市さつき台2-451-27

マツオメディカルクリニック 29_奈良県 生駒市ひかりが丘1丁目1番地1号

石井クリニック 29_奈良県 生駒市壱分町83-48

渡辺耳鼻咽喉科 29_奈良県 生駒市元町1丁目13-1 グリーンヒルいこま4階

山本耳鼻咽喉科 29_奈良県 生駒市元町1丁目7-21

医療法人社団 有山会 有山診療所 29_奈良県 生駒市高山町4261番地1

鹿ノ台クリニック 29_奈良県 生駒市鹿ノ台西1-1-8

つじもと医院 29_奈良県 生駒市鹿ノ台東2-4-4

林産婦人科 登美ヶ丘 29_奈良県 生駒市鹿畑町55-1

木下クリニック 29_奈良県 生駒市小平尾町4-1
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たけつな小児科クリニック 29_奈良県 生駒市真弓1-2-8

衞藤耳鼻咽喉科 29_奈良県 生駒市真弓4丁目4-5 2階

医療法人琇清會 さくらい眼科 29_奈良県 生駒市真弓南2-6-5

松井小児科 29_奈良県 生駒市西旭ケ丘13-18

医療法人 牧之段内科 29_奈良県 生駒市谷田町850-4 谷田ビル2F

医療法人 友岡診療所 29_奈良県 生駒市辻町397-8 東生駒8番館2F

医療法人 近藤整形外科 29_奈良県 生駒市辻町399-50 トキワビル1F

医療法人 田中泌尿器科医院 生駒診療

所
29_奈良県 生駒市東松ケ丘15-30

医療法人 好川婦人科クリニック 29_奈良県 生駒市東新町4-20

医療法人社団 松下会 白庭病院 29_奈良県 生駒市白庭台6丁目10番1号

皮膚科生駒熊本クリニック 29_奈良県 生駒市俵口町1085-1 生駒メディカルビル1階

佐道医院 29_奈良県 生駒市俵口町1113番地11

医療法人和幸会 阪奈中央病院 29_奈良県 生駒市俵口町741番地

岡クリニック 29_奈良県 生駒市北新町1-20 幸誠ビル3F

医)渡邉内科外科クリニック 29_奈良県 生駒市北大和1丁目3-1

倉病院 29_奈良県 生駒市本町1-7

わかくさ眼科 29_奈良県
大和郡山市下三橋町741 イオンモール 大和郡

山 1階

牧浦内科 29_奈良県 大和郡山市額田部北町479-3

おかむら整形外科 29_奈良県 大和郡山市九条町188-2

国立病院機構やまと精神医療センター 29_奈良県 大和郡山市小泉町2815

おおぞらこどもクリニック 29_奈良県 大和郡山市天井町223-1

山本耳鼻咽喉科医院 29_奈良県 大和郡山市南郡山町520-1 マインド21-7F

医療法人青心会 郡山青藍病院 29_奈良県 大和郡山市本庄町1-1

医療法人 大沢眼科 29_奈良県 大和郡山市柳町70-1

吉田医院 29_奈良県 大和高田市磯野北町13-1

医療法人中江会 なかえ耳鼻咽喉科 29_奈良県 大和高田市吉井350-1

医療法人田中医院 29_奈良県 大和高田市幸町2-18 アーバンコンフォート1F

ましたに内科クリニック 29_奈良県 大和高田市幸町3-18

石川耳鼻咽喉医院高田診療所 29_奈良県 大和高田市高砂町4-22

整形外科よねだクリニック 29_奈良県 大和高田市大中南町3-69

春日医院 29_奈良県 大和高田市東中2-4-1

西澤医院 29_奈良県 大和高田市内本町13-13

中谷医院 29_奈良県 大和高田市礒野東町3-5

たかはしファミリークリニック 29_奈良県 天理市西井戸堂町439-5
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小林クリニック 29_奈良県 天理市西⾧柄町163

医療法人 友永循環器医院 29_奈良県 天理市川原城町275-1 松尾ビル2F

おおの皮ふ科 29_奈良県 天理市川原城町759

奈良東病院 29_奈良県 天理市中庄町470

おのざき整形外科 29_奈良県 天理市田井庄町718番地

天理市立メディカルセンター 29_奈良県 天理市富堂町300番地11

中川内科医院 29_奈良県 奈良市あやめ池南2-2-9 賀川ビル

やまだクリニック 29_奈良県 奈良市あやめ池北1-32-21-A205

医療法人栄仁会 高の原すずらん内科 29_奈良県 奈良市右京1-3-4

にしやまクリニック 29_奈良県
奈良市右京1-3-4 サンタウンプラザすずらん

南館2F

田中小児科医院 29_奈良県 奈良市右京4丁目14-14

角能整形外科 29_奈良県 奈良市押熊町1070-2

みやぎわ内科クリニック 29_奈良県 奈良市押熊町1141

おしくまクリニック 29_奈良県 奈良市押熊町547-1 忍熊ビル1F

駒井皮フ科 29_奈良県 奈良市花芝町23 高橋ビル1F

敬仁会 辻野医院 29_奈良県 奈良市学園朝日町2-15-2

衞藤医院 29_奈良県 奈良市学園南1-1-17

浜田クリニック 29_奈良県 奈良市学園南1丁目3-4

ちえクリニック 29_奈良県 奈良市学園北1-14-13 メディカル学園前303

ないとう耳鼻咽喉科 29_奈良県 奈良市学園北1-14-13 メディカル学園前3階

大阪ブレストクリニック 学園前 29_奈良県 奈良市学園北1-14-13 メディカル学園前4F

医)良仁会 かわたペインクリニック 29_奈良県 奈良市学園北1-9-1 パラディ2-5階

こばやし耳鼻咽喉科 29_奈良県 奈良市学園北1-9-1 パラディⅡ 5階

医療法人 聡啓会 中井耳鼻咽喉科 29_奈良県 奈良市学園北2丁目1-6

医療法人 坂口医院 29_奈良県 奈良市瓦堂町6-1

はらだ医院 29_奈良県 奈良市紀寺町607

医療法人 耳鼻咽喉科 川本医院 29_奈良県 奈良市今辻子町31-1

しき地診療所 29_奈良県 奈良市佐保台1丁目3571-208

クレヨン小児科 29_奈良県 奈良市三松1-2-8

富雄産婦人科 29_奈良県 奈良市三松4丁目878-1

加藤内科医院 29_奈良県 奈良市三条町606-98 宇和島商会ビル1F

おうとくクリニック 29_奈良県 奈良市三条本町8-1

医療法人 田村医院 29_奈良県 奈良市四条大路1丁目7-19

医療法人かおる会 よもさ痛みのクリ

ニック
29_奈良県 奈良市四条大路5-1-55

独立行政法人国立病院機構奈良医療セ

ンター
29_奈良県 奈良市七条二丁目789番地

永田医院 29_奈良県 奈良市芝辻町4丁目13番地の1
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くめ耳鼻咽喉科 29_奈良県 奈良市朱雀1-5-15

やまもと小児科 29_奈良県 奈良市朱雀6丁目9-5

今村糖尿病内科津田外科診療所 29_奈良県 奈良市秋篠新町269番4

楠原クリニック 29_奈良県 奈良市小川町4番地

(医)谷掛整形外科診療所 29_奈良県 奈良市神殿町644番地の1

西大寺セントラルクリニック 29_奈良県 奈良市菅原東二丁目20-13

土谷耳鼻咽喉科 29_奈良県 奈良市西紀寺町32-3

金田内科クリニック 29_奈良県 奈良市西御門町28 北川ビル2F

島本クリニック 29_奈良県
奈良市西大寺南町5-26 T・Kビル西大寺

SOUTH 3階

ひらのレディースクリニック 29_奈良県
奈良市西大寺南町5-26 T・Kビル西大寺

SOUTH 4F

(医)北村皮膚科医院 29_奈良県 奈良市西大寺南町5-8

鈴木内科クリニック 29_奈良県 奈良市西大寺本町5-8

しらい内科医院 29_奈良県 奈良市青山四丁目2-3

たかはし耳鼻咽喉科 29_奈良県 奈良市大安寺町515-2

おおまえ医院 29_奈良県
奈良市大宮町3丁目1番33号 エクセレンビル

1F-N号室

中井医院 29_奈良県 奈良市大宮町3丁目4-33 中井ビル1F

喜多野医院 29_奈良県 奈良市中筋町26番地

ほおのき皮フ科 29_奈良県 奈良市中山町西4-456-1

そめかわクリニック内科・循環器内科 29_奈良県 奈良市中山町西4-456-1-201

いけだクリニック 29_奈良県 奈良市中町4842-1

しだ小児科クリニック 29_奈良県 奈良市中登美ヶ丘3丁目1番1階

はらだ糖尿病・腎・内科クリニック 29_奈良県 奈良市中登美ヶ丘3丁目1番地1階

医療法人 田中泌尿器科医院 人工透析

センターとみがおか
29_奈良県

奈良市中登美ヶ丘6-3-3 リコラス登美ヶ丘A棟

2階

嶋田眼科 29_奈良県
奈良市中登美ヶ丘6-3-3 リコラス登美ヶ丘A棟

3階

登美ヶ丘リハビリテーション病院 29_奈良県 奈良市中登美ヶ丘6丁目12-2

登美ヶ丘画像診断クリニック 29_奈良県
奈良市中登美ヶ丘6丁目3-3 リコラス登美ヶ丘

A棟3階

折橋診療所 29_奈良県 奈良市鳥見町3丁目11-1 富雄団地56-102

おがわ小児科診療所 29_奈良県 奈良市鶴舞東町2-26

松下クリニック 29_奈良県 奈良市登美ヶ丘2丁目5-21

登美ヶ丘こどもクリニック 29_奈良県 奈良市登美ヶ丘3-4-11

医療法人 西脇クリニック 29_奈良県 奈良市東紀寺町2丁目7-13

奈良東九条病院 29_奈良県 奈良市東九条町752

546 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

はしもと内科 29_奈良県 奈良市東向北町30番1 グランドカワイビル2階

せいかクリニック 29_奈良県 奈良市藤ノ木台3-2-12

にいのみ小児科 29_奈良県 奈良市藤ノ木台3-4-17

障害者支援施設 いずみ園 29_奈良県 奈良市奈良阪町249番地

東谷医院 29_奈良県 奈良市南魚屋町37番地

(医)須基内科医院 29_奈良県 奈良市南京終町1-109-1

こんどう泌尿器科・内科クリニック 29_奈良県 奈良市南京終町710-1

寺崎クリニック 29_奈良県 奈良市南城戸町67

植村医院 29_奈良県 奈良市般若寺町170

医療法人 やすい小児科医院 29_奈良県 奈良市富雄元町1-12-1 オルサム富雄4F

富雄医院 29_奈良県 奈良市富雄元町3-1-2

前田小児科医院 29_奈良県 奈良市富雄元町4-8-14

医療法人 加藤眼科医院 29_奈良県 奈良市法蓮町973-3

やまがた内科医院 29_奈良県 奈良市法連町1095

鍜治田クリニック 29_奈良県 奈良市北登美ヶ丘3-12-15

中野司朗レディースクリニック 29_奈良県 奈良市北登美ヶ丘5-2-1

奈良市立柳生診療所 29_奈良県 奈良市邑地町2786-1

北岡クリニック 29_奈良県 奈良市林小路町1-11

しんのクリニック 29_奈良県 奈良市恋の窪1-5-1

西の京病院 29_奈良県 奈良市六条町102-1

おおもりクリニック 29_奈良県 奈良市六条二丁目18-36

岩田ペインクリニック内科 29_奈良県 北葛城郡王寺町王寺2丁目6-4 クレール吉田3F

あらい眼科 29_奈良県 北葛城郡王寺町久度2-3-1-201

医療法人 横尾皮膚科医院 29_奈良県 北葛城郡王寺町久度2-3-1-303

別府レディースクリニック 29_奈良県
北葛城郡王寺町久度2-3-1-305 りーべる王寺

西館

むらかみ小児科 29_奈良県 北葛城郡河合町広瀬台3-3-6

川村医院 29_奈良県 北葛城郡河合町星和台2-2-2

おおひがしクリニック 29_奈良県 北葛城郡広陵町南郷676-1

真美ケ丘クリニック 29_奈良県 北葛城郡広陵町馬見北2-6-14

近藤クリニック 真美ヶ丘腎センター 29_奈良県 北葛城郡広陵町馬見北6-1-8

医療法人 竹村医院 29_奈良県 北葛城郡広陵町百済1327

安達内科医院 29_奈良県 北葛城郡上牧町桜ヶ丘2-13-21

よしむら耳鼻咽喉科 29_奈良県 北葛城郡上牧町上牧2174-2

ゆりクリニック 29_奈良県 北葛城郡上牧町上牧3336-5

ふじたクリニック
30_和歌山

県
田辺市秋津町158-4
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医療法人桜の会 前田外科
30_和歌山

県
和歌山市園部969-2

北林医院
30_和歌山

県
伊都郡かつらぎ町笠田東648-5

馬場眼科
30_和歌山

県
伊都郡かつらぎ町佐野1008-1

木秀クリニック
30_和歌山

県
伊都郡かつらぎ町丁の町2530-11

黒岩クリニック
30_和歌山

県
伊都郡かつらぎ町妙寺998

医療法人のぞみ会 ふじた眼科
30_和歌山

県
海南市沖野々259

木村医院
30_和歌山

県
海南市沖野々260

かわむら医院
30_和歌山

県
海南市下津町下津785-2

西岡医院
30_和歌山

県
海南市下津町橘本972の5

石川医院
30_和歌山

県
海南市下津町黒田106番地

西本内科外科医院
30_和歌山

県
海南市下津町黒田84

山本医院
30_和歌山

県
海南市且来632-1

しおたにクリニック
30_和歌山

県
海南市七山350

さいとうクリニック
30_和歌山

県
海南市重根東1-7-8

医療法人喜望会 笠松病院
30_和歌山

県
海南市船尾196

石本病院
30_和歌山

県
海南市船尾365

(医)辻整形外科
30_和歌山

県
海南市築地1-50

川村小児科
30_和歌山

県
海南市鳥居238

晃和会 谷口病院
30_和歌山

県
海南市日方327-11

548 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

さくらクリニック
30_和歌山

県
海南市名高140-1

あらい耳鼻咽喉科
30_和歌山

県
海南市名高555-3 タナカビル2F

山入こどもクリニック
30_和歌山

県
岩出市岡田234-5

いちご耳鼻咽喉科藤原クリニック
30_和歌山

県
岩出市吉田319-10

木下こどもクリニック
30_和歌山

県
岩出市金屋297

塚本内科クリニック
30_和歌山

県
岩出市金池392-1

ひらまつクリニック
30_和歌山

県
岩出市高塚53-4

かきはら胃腸科内科
30_和歌山

県
岩出市今中105-2

林循環器内科クリニック
30_和歌山

県
岩出市清水438

しまだ内科クリニック
30_和歌山

県
岩出市清水470

医療法人 博文会 紀の川クリニック
30_和歌山

県
岩出市西国分501番地

皆楽園診療所
30_和歌山

県
岩出市西国分668

宇野内科
30_和歌山

県
岩出市西野186-10

伊藤内科
30_和歌山

県
岩出市西野190-1

稲田皮膚科
30_和歌山

県
岩出市川尻230番地7

ましまメンタルクリニック
30_和歌山

県
岩出市川尻26-2

根来こどもクリニック
30_和歌山

県
岩出市相谷34-5

胃腸肛門科 家田医院
30_和歌山

県
岩出市中黒507-1

かわぐちクリニック
30_和歌山

県
岩出市中迫275-9

549 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人ききょう会 きしもと耳鼻咽喉

科

30_和歌山

県
岩出市中迫281-6

こうぐち内科クリニック
30_和歌山

県
岩出市湯窪51

岩出こころの診療所
30_和歌山

県
岩出市備前42 プチ・ツール1-D

こだま小児科
30_和歌山

県
岩出市北大池124-5

みたに整形外科
30_和歌山

県
岩出市野上野431-2

⾧雄整形外科
30_和歌山

県
紀の川市下井阪447-1

北山眼科クリニック
30_和歌山

県
紀の川市貴志川丸栖649-1

さかい耳鼻咽喉科クリニック
30_和歌山

県
紀の川市貴志川町井ノ口1576-1

高尾内科医院
30_和歌山

県
紀の川市貴志川町丸栖5-4

神戸(こうど)坂口クリニック
30_和歌山

県
紀の川市貴志川町神戸644

医療法人 西浦内科クリニック
30_和歌山

県
紀の川市西大井117-6

林内科
30_和歌山

県
紀の川市⾧田中394-3

上田内科クリニック
30_和歌山

県
紀の川市東国分431-1

西岡内科胃腸科
30_和歌山

県
紀の川市桃山町最上84-5

医療法人 岡整形外科
30_和歌山

県
紀の川市桃山町市場383-1

津田クリニック
30_和歌山

県
紀の川市桃山町神田156

在宅総合ケアセンター 赤ひげクリニッ

ク

30_和歌山

県
紀の川市桃山町神田378

矢野医院
30_和歌山

県
紀の川市桃山町調月769-100

佐藤クリニック
30_和歌山

県
紀の川市藤崎363-2
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勝田胃腸内科外科医院
30_和歌山

県
紀の川市粉河1916

稲穂会病院
30_和歌山

県
紀の川市粉河756-3

阪口クリニック
30_和歌山

県
紀の川市名手市場63

しらさぎ台クリニック 山内耳鼻咽喉科
30_和歌山

県
橋本市しらさぎ台12-13

医療法人せせらぎ会 小林診療所
30_和歌山

県
橋本市学文路705

きみが丘クリニック
30_和歌山

県
橋本市紀見ケ丘3丁目2番4号

めがね先生の上田こどもクリニック
30_和歌山

県
橋本市紀見字椿原591-6

曽和医院
30_和歌山

県
橋本市御幸辻218-3

辻本クリニック
30_和歌山

県
橋本市高野口町235-1

医療法人 森下会 森下クリニック
30_和歌山

県
橋本市高野口町向島42-13

植阪クリニック
30_和歌山

県
橋本市高野口町伏原144-2

おおはぎ内科
30_和歌山

県
橋本市三石台三丁目23-6

医療法人 青藍会 小林医院
30_和歌山

県
橋本市神野々385-2

医療法人久和会 奥村マタニティクリ

ニック

30_和歌山

県
橋本市東家4-18-13

医療法人久和会 奥村レディースクリ

ニック

30_和歌山

県
橋本市東家4丁目17-13

山羽胃腸科内科
30_和歌山

県
御坊市薗652-2

西本医院
30_和歌山

県
御坊市島174-13

小池内科
30_和歌山

県
御坊市湯川町財部516-3

しめざき眼科クリニック
30_和歌山

県
御坊市湯川町小松原531-2
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湊口内科クリニック
30_和歌山

県
新宮市下田1-1-13

すずきこどもクリニック
30_和歌山

県
新宮市下田2-3-2

木下外科医院
30_和歌山

県
新宮市橋本1-3-5

新谷クリニック
30_和歌山

県
新宮市橋本2丁目5-54

岩﨑病院
30_和歌山

県
新宮市三輪崎1384

湊口医院
30_和歌山

県
新宮市三輪崎2-13-51

医療法人 井畑医院（いりょうほうじん 

いばたいいん）

30_和歌山

県
新宮市三輪崎2-3-21

谷地内科医院
30_和歌山

県
新宮市新宮554-1

医療法人佑理会 みね内科クリニック
30_和歌山

県
新宮市緑ヶ丘2-2-55

中井丸岡医院
30_和歌山

県
西牟婁郡上富田町朝来1338-3

健佑会 上富田クリニック
30_和歌山

県
西牟婁郡上富田町朝来1407-1

白浜町国民健康保険直営 川添診療所

(国保川添診療所)

30_和歌山

県
西牟婁郡白浜町市鹿野1103

たかの耳鼻咽喉科アレルギー科
30_和歌山

県
田辺市たきない町20-10

独立行政法人国立病院機構 南和歌山医

療センター

30_和歌山

県
田辺市たきない町27番1号

赤ちゃんとこどものクリニックBe
30_和歌山

県
田辺市たきない町32-6

医療法人 西川医院
30_和歌山

県
田辺市高雄1-22-20

乾耳鼻咽喉科医院
30_和歌山

県
田辺市上屋敷1-9-5

外科内科辻医院
30_和歌山

県
田辺市上屋敷3-11-14

串医院
30_和歌山

県
田辺市中屋敷町68-1
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医療法人 仁成会 辻内科医院
30_和歌山

県
田辺市中万呂133-11

ふくはらこどもクリニック
30_和歌山

県
田辺市朝日ヶ丘13-24

栗山医院
30_和歌山

県
田辺市本宮町請川55-18

柏井内科クリニック
30_和歌山

県
田辺市末広町6-20

山西内科胃腸科眼科医院
30_和歌山

県
田辺市湊1-7

皮フ科 池畑医院
30_和歌山

県
田辺市湊47-38

医療法人杉医院 すぎ内科心療内科クリ

ニック

30_和歌山

県
東牟婁郡串本町串本1929

やもとクリニック
30_和歌山

県
東牟婁郡串本町上野山191番地

榎本クリニック
30_和歌山

県
東牟婁郡串本町西向122-3

医療法人芳純会(潮岬病院・みさきメン

タルクリニック)

30_和歌山

県
東牟婁郡串本町潮岬417番地

坂野医院
30_和歌山

県
東牟婁郡太地町太地3055

湯川温泉診療所
30_和歌山

県
東牟婁郡那智勝浦町二河71

浜口医院
30_和歌山

県
日高郡みなべ町芝669

西岡クリニック
30_和歌山

県
日高郡印南町印南2275-16

日高川町国民健康保険川上診療所
30_和歌山

県
日高郡日高川町川原河264

医療法人 古田医院
30_和歌山

県
日高郡日高町荊木560

龍神医院
30_和歌山

県
日高郡美浜町吉原264

独立行政法人国立病院機構和歌山病院
30_和歌山

県
日高郡美浜町和田1138

済生会 有田病院
30_和歌山

県
有田郡湯浅町吉川52-6
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澳内科医院
30_和歌山

県
有田郡湯浅町湯浅1054-1

芝崎眼科
30_和歌山

県
有田郡湯浅町湯浅1633-1

平山内科皮膚泌尿科
30_和歌山

県
有田郡湯浅町湯浅459

児島医院
30_和歌山

県
有田郡湯浅町湯浅686

吉村内科医院
30_和歌山

県
有田郡湯浅町湯浅690

松谷医院
30_和歌山

県
有田郡有田川町押手672番地

ゆあさクリニック
30_和歌山

県
有田郡有田川町下津野1288-1

介護老人保健施設 オレンジの郷
30_和歌山

県
有田郡有田川町吉原522番地

かなやクリニック
30_和歌山

県
有田郡有田川町金屋90-1

亀井クリニック
30_和歌山

県
有田郡有田川町熊井439-1

西岡病院
30_和歌山

県
有田郡有田川町小島278-1

野田医院
30_和歌山

県
有田郡有田川町庄574

赤ちゃんからの 平山こどもクリニック
30_和歌山

県
有田郡有田川町天満305-4

坊岡医院
30_和歌山

県
有田郡有田川町徳田406-1

宮本クリニック
30_和歌山

県
有田郡有田川町徳田97-6

土屋クリニック
30_和歌山

県
有田市宮原町須谷536-1

垣本内科医院
30_和歌山

県
有田市宮原町滝川原512-3

山下内科胃腸科
30_和歌山

県
有田市初島町里2163

横山内科
30_和歌山

県
和歌山市宇須1-5-15
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中西内科呼吸器内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市塩屋5丁目122-1

医療法人 曙会 和歌浦中央病院
30_和歌山

県
和歌山市塩屋6丁目2番70号

佐谷医院
30_和歌山

県
和歌山市加太1175-11

まえだ内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市加納122-12

谷本内科医院
30_和歌山

県
和歌山市加納字園池329-5

医療法人 新生会 岩橋産科婦人科
30_和歌山

県
和歌山市関戸1丁目6番44号

川﨑医院
30_和歌山

県
和歌山市紀三井寺1099

たまい内科
30_和歌山

県
和歌山市紀三井寺1454

みやもと眼科医院
30_和歌山

県
和歌山市紀三井寺539-5

生馬(いこま)医院
30_和歌山

県
和歌山市吉田436

小倉内科
30_和歌山

県
和歌山市吉礼61-8

山路小児科
30_和歌山

県
和歌山市九家ノ丁17

寒川内科医院
30_和歌山

県
和歌山市桑山164-3

やましたレディース・マタニティクリ

ニック

30_和歌山

県
和歌山市元寺町西ノ丁9

医療法人靖徳会 花野医院
30_和歌山

県
和歌山市弘西774-10

森医院
30_和歌山

県
和歌山市弘西793

米満内科
30_和歌山

県
和歌山市黒田108-7

さくら内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市黒田18-6

西川内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市黒田1丁目2番4号 寺本興産ビル1F
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医療法人 友和会 今村病院
30_和歌山

県
和歌山市砂山南2-4-21

坂田内科
30_和歌山

県
和歌山市坂田池ノ内453

北山クリニック
30_和歌山

県
和歌山市次郎丸78-3

医療法人 慈秀会 田中内科医院
30_和歌山

県
和歌山市秋葉町7-28

丸山整形外科
30_和歌山

県
和歌山市舟大工町12

有田内科
30_和歌山

県
和歌山市十一番丁51

医療法人蒼会 おくむらクリニック
30_和歌山

県

和歌山市十二番丁9 リヴァージュ十二番丁ビ

ル2階

日本赤十字社 和歌山医療センター
30_和歌山

県
和歌山市小松原通四丁目20番地

医療法人 由久会 はぜはら整形外科ク

リニック

30_和歌山

県
和歌山市松島200-4

榎本耳鼻咽喉科
30_和歌山

県
和歌山市新高町3-10

得津医院
30_和歌山

県
和歌山市新大工町7

中村クリニック
30_和歌山

県
和歌山市森小手穂720-5

滋野医院
30_和歌山

県
和歌山市真砂丁1-1

かさの医院
30_和歌山

県
和歌山市神前372-1

柏井小児科
30_和歌山

県
和歌山市吹屋町5丁目5-1

松本内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市西高松1-8-10

医療法人 紀央会 髙田整形外科内科ク

リニック

30_和歌山

県
和歌山市西庄338-57

クリニックもり
30_和歌山

県
和歌山市西田井216-1

竹原外科内科医院
30_和歌山

県
和歌山市西浜1004-1
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竹内内科胃腸科
30_和歌山

県
和歌山市西浜973-12

中江病院
30_和歌山

県
和歌山市船所30-1

紀泉KDクリニック
30_和歌山

県
和歌山市善明寺358-1

松谷内科
30_和歌山

県
和歌山市善明寺755-81

ひらいし小児科
30_和歌山

県

和歌山市太田2丁目13-25 ヒロメディカルセン

ター1階

坂部クリニック
30_和歌山

県
和歌山市谷18

与田病院附属ふじと台クリニック
30_和歌山

県

和歌山市中573-19 ふじと台ステーションビル

4F

野村内科医院
30_和歌山

県
和歌山市中之島688-1

加藤整形外科
30_和歌山

県
和歌山市吐前283

上西内科
30_和歌山

県
和歌山市徒町28

久村医院
30_和歌山

県
和歌山市東紺屋町88

和歌山ブレストクリニック
30_和歌山

県
和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山3階

内科・生活習慣病 くらしクリニック
30_和歌山

県
和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山3階

本多内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市東⾧町6丁目33番地

𠮷田メンタルクリニック
30_和歌山

県
和歌山市内原915 グリーンフル北野1F

医療法人 上林神経内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市布引652-6

医療法人 青木整形外科
30_和歌山

県
和歌山市布引763-8

河西診療所
30_和歌山

県
和歌山市平井66-1

医療法人真正会 龍神整形外科
30_和歌山

県
和歌山市北中島1-5-1
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栗山内科
30_和歌山

県

和歌山市北中島1-5-1 クリニックビルりゅう

じん2F

医療法人 みうら循環器内科
30_和歌山

県

和歌山市北島453 コンプラベルデ2 1F A-1号

室

いしぐちクリニック
30_和歌山

県
和歌山市北島453-1

医療法人 明成会 向井病院
30_和歌山

県
和歌山市北野283

金澤内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市本町6丁目26

医療法人マイクリニック
30_和歌山

県
和歌山市本町6丁目55

よろずまちクリニック
30_和歌山

県
和歌山市万町7 サピリア石倉2F

有井医院
30_和歌山

県
和歌山市湊2-7-8

中谷病院
30_和歌山

県
和歌山市鳴神123-1

ひまわりこどもクリニック
30_和歌山

県
和歌山市木ノ本309-3

岡内科・胃腸科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市木枕41-1

医療法人 雅会 みやび内科クリニック
30_和歌山

県
和歌山市野崎133-1

たにやまクリニック
30_和歌山

県
和歌山市和佐関戸244-4

稲田クリニック
30_和歌山

県
和歌山市和田461

あしはら小児科 31_鳥取県 鳥取市叶283-2

社会医療法人明和会 医療福祉センター 

渡辺病院
31_鳥取県 鳥取市東町3-307

医療法人 藤田医院 31_鳥取県 岩美郡岩美町浦富1030-22

竜ヶ山こどもファミリークリニック 31_鳥取県 境港市三軒屋町4250-3

うえひら内科・ペインクリニック 31_鳥取県 境港市竹内町578番地5

岡空小児科医院 31_鳥取県 境港市浜ノ町１２７

鳥取県済生会 境港総合病院 31_鳥取県 境港市米川町44番地

たちかわ耳鼻咽喉科 31_鳥取県 境港市湊町156番地

医療法人佐々木医院 31_鳥取県 西伯郡大山町田中646-1

法勝寺内科クリニック 31_鳥取県 西伯郡南部町法勝寺286-4

558 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

ひがみ耳鼻いんこう科・いびき睡眠ク

リニック
31_鳥取県 西伯郡日吉津村大字日吉津1584-3

福嶋整形外科医院 31_鳥取県 倉吉市伊木262-2

すおうメンタルクリニック 31_鳥取県 倉吉市下田中町907

大山クリニック 31_鳥取県 倉吉市丸山町476-3

野田外科医院 31_鳥取県 倉吉市堺町3-73-1

医療法人 清生会 谷口病院 31_鳥取県 倉吉市上井町1-13

森広眼科 31_鳥取県 倉吉市上井町1-156-4

まつだ小児科医院 31_鳥取県 倉吉市新町3丁目1178番地

かほく耳鼻咽喉科クリニック 31_鳥取県 倉吉市福庭町2丁目173-3

医療法人社団 ひまわり内科クリニック 31_鳥取県 鳥取市雲山243-38

栄町クリニック 31_鳥取県 鳥取市栄町211

医療法人 松岡内科 31_鳥取県 鳥取市賀露町南1丁目18番16号

まつだ内科医院 31_鳥取県 鳥取市叶284-1

医療法人社団 浜村診療所 31_鳥取県 鳥取市気高町勝見660-2

髙田医院 31_鳥取県
鳥取市湖山町東1丁目117の3 ジョイフレンド

1階

公益財団法人 中国労働衛生協会 鳥取

検診所
31_鳥取県 鳥取市湖山町東4丁目95-1

医療法人 はやしクリニック 31_鳥取県 鳥取市湖山町南2丁目181-2

よしだ内科医院 31_鳥取県 鳥取市湖山町北6丁目448-1

おか内科クリニック 31_鳥取県 鳥取市江津407-2

鳥取県立中央病院 31_鳥取県 鳥取市江津730

わくしま内科医院 31_鳥取県 鳥取市松並町1-128

麻木クリニック 31_鳥取県 鳥取市松並町2-502-1

石谷小児科医院 31_鳥取県 鳥取市上魚町13番地

前田医院 31_鳥取県 鳥取市西品治644-1

田中医院 31_鳥取県 鳥取市青谷町井手575

医療法人 明穂整形外科 31_鳥取県 鳥取市扇町11-3

医療法人社団三樹会 吉野・三宅ステー

ションクリニック
31_鳥取県 鳥取市扇町176番地

医療法人優風会 下田神経内科クリニッ

ク
31_鳥取県 鳥取市大工町頭33番地

橋本外科医院 31_鳥取県 鳥取市大杙204-3

医療法人 岡本医院 31_鳥取県 鳥取市津ノ井258-2

宍戸医院 31_鳥取県 鳥取市田島716

湯村皮膚科医院 31_鳥取県 鳥取市湯沢町2丁目183
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内科・消化器内科 片原ごとうクリニッ

ク
31_鳥取県 鳥取市片原4丁目111

鳥取生協病院 31_鳥取県 鳥取市末広温泉458

医療法人 山本外科内科医院 31_鳥取県 鳥取市末広温泉町125-2

せいきょう子どもク リニック 31_鳥取県 鳥取市末広温泉町566

はまゆう診療所 31_鳥取県 鳥取市野寺62-1

医療法人 井上医院 31_鳥取県 鳥取市用瀬町用瀬457-6

森本外科・脳神経外科医院 31_鳥取県 東伯郡琴浦町逢束1210

医療法人清生会 谷口病院附属診療所 

東伯サテライト
31_鳥取県 東伯郡琴浦町浦安140-10

入江医院 31_鳥取県 東伯郡琴浦町下伊勢438

湯川医院 31_鳥取県 東伯郡三朝町三朝967-1

鳥取県中部医師会立 三朝温泉病院 31_鳥取県 東伯郡三朝町山田690

アロハこどもクリニック 31_鳥取県 東伯郡湯梨浜町はわい⾧瀬549-14

上原整形外科医院 31_鳥取県 東伯郡湯梨浜町⾧瀬680-13

みはらクリニック 31_鳥取県 東伯郡湯梨浜町田後222-1

日野病院組合 日野病院 31_鳥取県 日野郡日野町野田332番地

国民健康保険 智頭病院 31_鳥取県 八頭郡智頭町智頭1875

医療法人 悠志会 岸本内科医院 31_鳥取県 八頭郡八頭町池田206-1

うえます内科小児科クリニック 31_鳥取県 米子市安倍38-2

藤井外科医院 31_鳥取県 米子市奥谷1157

佐古眼科医院 31_鳥取県 米子市加茂町二丁目215

医療法人真誠会 セントラルクリニック 31_鳥取県 米子市河崎580

きむら小児科 31_鳥取県 米子市皆生3-12-1

医療法人 川田内科医院 31_鳥取県 米子市皆生温泉1-4-1

中尾耳鼻咽喉科医院 31_鳥取県 米子市角盤町1丁目63-2

瀧田整形外科医院 31_鳥取県 米子市角盤町4-145-1

たじま医院 31_鳥取県 米子市錦海町1-10-6

社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビ

リテーション病院
31_鳥取県 米子市錦海町3-4-5

独立行政法人国立病院機構 米子医療セ

ンター
31_鳥取県 米子市車尾4-17-1

かわたに医院 31_鳥取県 米子市車尾南1丁目8-30

医療法人社団 ミオ・ファティリティ・

クリニック
31_鳥取県 米子市車尾南2-1-1

医療法人田本会 米子こどもクリニック 31_鳥取県 米子市車尾南一丁目15-48

魚谷眼科医院 31_鳥取県 米子市上後藤2-3-3
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養和病院 31_鳥取県 米子市上後藤3-5-1

子育て⾧田こどもクリニック 31_鳥取県 米子市上後藤7-1-58

(医)周防内科医院 31_鳥取県 米子市上後藤7-3-27

母と子の⾧田産科婦人科クリニック 31_鳥取県 米子市上後藤8丁目5-1

医療法人 下山医院 31_鳥取県 米子市上福原5-5-43

米子内科糖尿病clinic 31_鳥取県 米子市新開2-1-43

にしがみ眼科 31_鳥取県 米子市新開2丁目1-45

育生会 高島病院 31_鳥取県 米子市西町6

あだち脳神経外科クリニック 31_鳥取県 米子市西福原1-1-12

大賀内科クリニック 31_鳥取県 米子市西福原4-2-1

医療法人中曽産科婦人科医院 31_鳥取県 米子市西福原4-8-41

くにもと耳鼻咽喉科 31_鳥取県 米子市西福原4-9-48

武本クリニック 31_鳥取県 米子市西福原4丁目9-52

根津整形外科医院 31_鳥取県 米子市西福原6丁目1-28

こどもクリニックかさぎ 31_鳥取県 米子市中町76-2

医療法人 昌生会 新田外科胃腸科病院 31_鳥取県 米子市中島2-1-46

かたやま心の健康クリニック 31_鳥取県 米子市⾧砂町54-13

富⾧大谷内科クリニック 31_鳥取県 米子市東福原5丁目12-19

もりむら皮フ科クリニック 31_鳥取県 米子市道笑町4-121-10

高木眼科医院 31_鳥取県 米子市道笑町4丁目116-7

なかしま耳鼻咽喉科医院 31_鳥取県 米子市道笑町4丁目122-1

ついき整形外科クリニック 31_鳥取県 米子市道笑町4丁目122-2

公益財団法人 中国労働衛生協会 米子

検診所
31_鳥取県 米子市二本木501-6

赤松整形外科医院 31_鳥取県 米子市冨士見町2-10-3

阿部クリニック 31_鳥取県 米子市福市2276-1

永原医院 31_鳥取県 米子市淀江町西原1029-41

淀江クリニック 31_鳥取県 米子市淀江町淀江682

社会医療法人同愛会 博愛病院 31_鳥取県 米子市両三柳1880

医療法人社団 爽治会 国沢内科医院 32_島根県 江津市都野津町1972-1

内海皮フ科医院 32_島根県 松江市大正町442-17

岡本整形外科医院 32_島根県 松江市殿町383 山陰中央ビル5F

白根医院 整形外科 32_島根県 安来市荒島町1817-1

白根医院 眼科 32_島根県 安来市荒島町1817-1

医療法人社団 やすぎはく愛クリニック 32_島根県 安来市安来町1278-5

杉原医院 32_島根県 安来市安来町898-4

社会医療法人 昌林会 安来第一病院 32_島根県 安来市安来町899-1

安来市立病院 32_島根県 安来市広瀬町広瀬1931
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白根医院 32_島根県 安来市荒島町1817-1

医療法人 やました整形外科 32_島根県 安来市南十神町17-1

杉原クリニック 32_島根県 安来市南十神町19-9

医療法人おがわ耳鼻咽喉科 32_島根県 安来市飯島町531

晴木医院 32_島根県 雲南市大東町大東1868

雲南うめき整形外科 32_島根県 雲南市木次町下熊谷1543-1

雲南なごみクリニック 32_島根県 雲南市木次町里方1093-47

医療法人コスモ会 奥出雲コスモ病院 32_島根県 雲南市木次町里方1275-2

たかせ内科 32_島根県 益田市かもしま東町9番地6

益田地域医療センター医師会病院 32_島根県 益田市遠田町1917-2

松本医院 32_島根県 益田市横田町429-23

医療法人あすか あすかクリニックセン

ター・あすか福祉センター中ノ島
32_島根県 益田市乙吉町ロ33番地

村野医院 32_島根県 益田市下本郷町61-1

中島こどもクリニック 32_島根県 益田市高津2-32-10

医療法人 いしみつ耳鼻咽喉科クリニッ

ク
32_島根県 益田市高津6-23-20

社会医療法人正光会 松ヶ丘病院 32_島根県 益田市高津四丁目24番10号

医療法人 小田整形外科医院 32_島根県 益田市中島町ロ145-3

島根県済生会 江津総合病院 32_島根県 江津市江津町1016-37

もりとう内科クリニック 32_島根県 江津市江津町1285

渡利小児科内科医院 32_島根県 江津市江津町1520-44

應儀医院 32_島根県 江津市桜江町市山274

西部島根医療福祉センター 32_島根県 江津市渡津町1926

医療法人社団 能美医院 32_島根県 江津市二宮町神主2260-3

鈴木内科眼科医院 32_島根県 江津市和木町532-12

医療法人社団松浦 松浦内科胃腸科 32_島根県 鹿足郡吉賀町六日市795

芦沢医院 32_島根県 出雲市塩冶町852

瀬島医院 32_島根県 出雲市塩冶有原町2-1

江口内科医院 32_島根県 出雲市塩冶有原町6-43

児玉医院 32_島根県 出雲市湖陵町大池2242-69

三原医院 32_島根県 出雲市今市町1605

はしもと内科クリニック 32_島根県 出雲市今市町2074

医療法人 みはら眼科皮膚科 32_島根県 出雲市今市町315-1

医療法人社団 耕雲堂 小林病院 32_島根県 出雲市今市町510番地

ふじのクリニック 32_島根県 出雲市今市町北本町2-3-5

ひゃくどみクリニック 32_島根県 出雲市上塩冶町142-1

医療法人社団 grassbamboo 草竹クリ

ニック
32_島根県 出雲市上塩冶町2663-1
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医療法人 伊藤医院 32_島根県 出雲市神西沖町2076

医療法人 秦医院 32_島根県 出雲市西園町331-1

仲田医院 32_島根県 出雲市西平田町147

医療法人 順和会 中島医院 32_島根県 出雲市大社町杵築南991

大國眼科 32_島根県 出雲市大社町中荒木320-7

かとう耳鼻咽喉科医院 32_島根県 出雲市大社町北荒木852-1

なかじま眼科 32_島根県 出雲市大津町1736-1

医療法人 美玲会 なかたに耳鼻咽喉科

医院
32_島根県 出雲市大島町21-3-2

医療法人つむらファミリークリニック 

くみ小児科
32_島根県 出雲市渡橋町858-1

高垣皮膚科クリニック 32_島根県 出雲市東園町498

たまがわ内科クリニック 32_島根県 出雲市斐川町上直江3536

まつざきクリニック 32_島根県 出雲市姫原4-10-2

医療法人社団 林整形外科医院 32_島根県 出雲市姫原町114-3

医療法人社団 岡倉会 高鳥クリニック 32_島根県 出雲市武志町734-1

さつきクリニック 32_島根県 出雲市平田町2944-20

浅野小児科医院 32_島根県 松江市末次町74

湖北つきはしクリニック 32_島根県 松江市岡本町1041-2

まつしま脳神経内科クリニック 32_島根県 松江市下東川津町42-5

心と体の診療所 おくだクリニック 32_島根県 松江市嫁島町14-12

みどり眼科 32_島根県 松江市学園2-26-33

大学前 のつ内科クリニック 32_島根県 松江市学園2丁目27-17

医療法人 奥村医院 32_島根県 松江市玉湯町湯町956

さかい耳鼻咽喉科医院 32_島根県 松江市古志原5-17-2

清水医院内科循環器科 32_島根県 松江市古志原5丁目14-77

星野医院 32_島根県 松江市古曽志町733

須山医院 32_島根県 松江市黒田町30-4

堀江耳鼻咽喉科 32_島根県 松江市黒田町422-5

だて整形外科クリニック 32_島根県 松江市黒田町486-5

いわもと耳鼻咽喉科医院 32_島根県 松江市春日町中代188-1

医)大畑整形外科 32_島根県 松江市西川津町774-6

うえだ内科ファミリークリニック 32_島根県 松江市西津田7丁目11番15号

後藤クリニック 32_島根県 松江市大庭町129-6

はまもと整形外科呼吸器内科クリニッ

ク
32_島根県 松江市大庭町1801番地1

小竹原医院 32_島根県 松江市大輪町396

山本眼科医院 32_島根県 松江市大輪町420-14

漢方女性クリニックmio 32_島根県 松江市朝日町498 松江センタービル2階
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医療法人 佐藤内科医院 32_島根県 松江市天神町15

門脇耳鼻咽喉科医院 32_島根県 松江市田和山町110

児島医院 32_島根県 松江市島根町大芦2177-1

いんべ杉谷内科小児科醫院 32_島根県 松江市東忌部町83-22

うらしまクリニック 32_島根県 松江市東出雲町錦新町2丁目2-10

たけはな整形外科クリニック 32_島根県 松江市東出雲町錦新町2-2-3

あだかえたけだクリニック 32_島根県 松江市東出雲町出雲郷94-4

三浦医院 32_島根県 松江市東出雲町揖屋1178番地6

くらたこどもクリニック 32_島根県 松江市東朝日町232-10

わたなべ耳鼻咽喉科医院 32_島根県 松江市東朝日町字小浜211

津田小学校前よしの医院 32_島根県 松江市東津田町1195-3

ぽよぽよクリニック 32_島根県 松江市東津田町1198-3

大國内科クリニック 32_島根県 松江市乃木福富町413-2

門脇医院 32_島根県 松江市八束町遅江384-2

はしだ小児科医院 32_島根県 松江市八幡町8-3

小林クリニック 32_島根県 松江市比津町149-1

医療法人 周晴会 林医院 32_島根県 松江市北堀町57-4

野津医院 32_島根県 松江市本庄町565-1

川上医院 32_島根県 大田市川合町川合1242-1

生越整形外科クリニック 32_島根県 大田市大田町大田イ-263-8

石東病院 32_島根県 大田市大田町大田イ860-3

石田医院 32_島根県 大田市大田町大田ハ91

医療法人 優翔会 ふじわら眼科クリ

ニック
32_島根県 大田市大田町大田ロ1181-2

酒井外科内科医院 32_島根県 浜田市旭町今市412-1

医療法人社団 やすぎクリニック 32_島根県 浜田市下府町69番地1

彌重内科眼科医院 32_島根県 浜田市高田町17

彌重内科眼科医院 やしげコンタクト 32_島根県 浜田市高田町17

さわだこどもクリニック 32_島根県 浜田市国分町1981-132

野上医院 32_島根県 浜田市三隅町三隅1303

浜田市三隅町 中村医院 32_島根県 浜田市三隅町三隅1356

寺井医院 32_島根県 浜田市三隅町三隅382-1

都医院 32_島根県 浜田市治和町イ110-2

西川胃腸科内科医院 32_島根県 浜田市相生町3962-1

さいとう医院 32_島根県 浜田市朝日町11-1

池田ひ尿器科皮ふ科医院 32_島根県 浜田市朝日町1440

岡本胃腸科内科医院 32_島根県 浜田市⾧沢町2町内550-21

能美クリニック 32_島根県 浜田市天満町11

さかね内科 32_島根県 浜田市殿町76-6
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中村呼吸器内科医院 32_島根県 浜田市内村町787-8

医療法人 慈誠会 山根病院 32_島根県 浜田市熱田町1517-1

医社 沖田内科医院 32_島根県 浜田市蛭子町20-1

星ヶ丘クリニック 32_島根県 邑智郡邑南町高見821-1

医療法人 大山眼科 33_岡山県 井原市井原町1228-2

井原第一クリニック 33_岡山県 井原市高屋町127-1

井原腎泌尿器科クリニック 33_岡山県 井原市上出部町513

⾧尾整形外科リハビリテーション科 33_岡山県 井原市西江原町867番地1

河合医院 33_岡山県 井原市芳井町吉井89-1

西粟倉村国民健康保険診療所 33_岡山県 英田郡西粟倉村影石90-1

中島内科小児科医院 33_岡山県 岡山市中区円山81-7

氏平医院 33_岡山県 岡山市中区古京町1-5-10

藤本耳鼻咽喉科クリニック 33_岡山県 岡山市中区江崎83-1

野間内科医院 33_岡山県 岡山市中区高屋226-9

岡山第一病院 33_岡山県 岡山市中区高屋343

戸川医院 33_岡山県 岡山市中区高島新屋敷237-3

医療法人 庄医院 33_岡山県 岡山市中区山崎267-7

耳鼻咽喉科菅田医院 33_岡山県 岡山市中区山崎68-2

岡山旭東病院 33_岡山県 岡山市中区倉田567-1

武智整形外科医院 33_岡山県 岡山市中区⾧利274-9

医療法人 竜操整形外科病院 33_岡山県 岡山市中区藤原21-1

りゅうそうクリニック 33_岡山県 岡山市中区藤原79-2

医療法人なかとう内科小児科医院 33_岡山県 岡山市中区平井3丁目874番地40

はいさ内科医院 33_岡山県 岡山市中区門田屋敷4-4-14

医療法人おまち整形外科医院 33_岡山県 岡山市中区雄町281-6

医療法人ネバーランド 石井内科クリ

ニック
33_岡山県 岡山市東区神崎町105-1

医療法人こしむね瀬戸クリニック 33_岡山県 岡山市東区瀬戸町光明谷218-1

せとメンタルクリニック 33_岡山県 岡山市東区瀬戸町瀬戸410-1

医療法人 喜多嶋眼科 33_岡山県 岡山市東区西大寺上3丁目1-24

医療法人 内藤医院 33_岡山県 岡山市東区西大寺上二丁目2-12

陽クリニック 33_岡山県 岡山市東区西大寺新地16番地3

医療法人 信愛会 宇治医院 33_岡山県 岡山市東区西大寺中3丁目3番24号

医療法人 朋友会 渡辺内科 33_岡山県 岡山市東区西大寺中野884

平島クリニック 33_岡山県 岡山市東区東平島1041-4

野田内科医院 33_岡山県 岡山市東区藤井174-6

岡耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 岡山市南区浦安西町21-31

(公財)慈圭病院 33_岡山県 岡山市南区浦安本町100-2

(医)三浜整形外科医院 33_岡山県 岡山市南区三浜町1-8-15
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松木内科 33_岡山県 岡山市南区宗津930

松山胃腸科外科 33_岡山県 岡山市南区松浜町16-11

前島外科内科医院 33_岡山県 岡山市南区西市560-7

医療法人 生萌会 さわだレディスクリ

ニック
33_岡山県 岡山市南区西市584-1

あいの里クリニック 33_岡山県 岡山市南区大福950-6

医療法人天翔会・セントラル・シティ

病院
33_岡山県 岡山市南区築港栄町19-30

才野眼科診療所 33_岡山県 岡山市南区中畦318-6

葵クリニック 33_岡山県 岡山市南区藤田560-516

(医)ふたば会 うちおグリーンクリニッ

ク
33_岡山県 岡山市南区内尾463

渡辺医院 33_岡山県 岡山市南区彦崎2869-8

整形外科 ふくよしクリニック 33_岡山県 岡山市南区福吉町19-24

福田小児科医院 33_岡山県 岡山市南区福富西三丁目1-14

たなかファミリークリニック 33_岡山県 岡山市南区米倉80

医療法人福和会 木下医院 33_岡山県 岡山市南区妹尾1011

中島病院 33_岡山県 岡山市南区妹尾1878

太田眼科医院 33_岡山県 岡山市南区妹尾2344-4

ももたろうクリニック 33_岡山県 岡山市南区妹尾3387-1

川上耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 岡山市南区箕島1273-6

医療法人 江口小児科 33_岡山県 岡山市北区伊島北町1-22

岡山済生会外来センター病院 33_岡山県 岡山市北区伊福町1-17-18

大橋内科医院 33_岡山県 岡山市北区一宮144-2

やましたメンタルクリニック 33_岡山県 岡山市北区駅前町1-2-15

山下内科医院 33_岡山県 岡山市北区駅前町1丁目2-14

医療法人 難波医院 33_岡山県 岡山市北区横井上222-1

岡山純心会 きらめきクリニック 33_岡山県 岡山市北区下伊福1-2-6

同仁病院 33_岡山県 岡山市北区下伊福上町15-7

東洋クリニック 33_岡山県
岡山市北区下石井1-1-1 アーバンオフィスビ

ル4F

松本耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 岡山市北区下足守1902-3

表町診療所 33_岡山県 岡山市北区丸の内1-11-14

旭川荘療育・医療センター 33_岡山県 岡山市北区祇園866

医療法人 山谷医院 33_岡山県 岡山市北区吉宗429-3

医療法人 緑樹会 渡辺医院 33_岡山県 岡山市北区吉備津1022-6

尾上整形外科医院 33_岡山県 岡山市北区久米361

清水内科医院 33_岡山県 岡山市北区京橋町9-7

順正会内科クリニック 33_岡山県 岡山市北区桑田町2-10 ラ・エスペランサ1F
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水川内科小児科医院 33_岡山県 岡山市北区原346-3

光生病院 33_岡山県 岡山市北区厚生町3丁目8番35号

井上産婦人科クリニック 33_岡山県 岡山市北区幸町4-12 河田ビル3階

済生会吉備病院 33_岡山県 岡山市北区高松原古才584-1

岡山済生会総合病院 33_岡山県 岡山市北区国体町2番25号

医療法人 井戸外科内科医院 33_岡山県 岡山市北区今7-23-25

ムネトモクリニック 33_岡山県 岡山市北区今7-6-25

御南クリニック 33_岡山県 岡山市北区今保557-16

イナバ小児科 33_岡山県 岡山市北区鹿田町1-7-1

福本クリニック 33_岡山県 岡山市北区首部65-4

なかむら耳鼻咽喉科 33_岡山県 岡山市北区小山52-2

医療法人 まつお内科クリニック 33_岡山県 岡山市北区上中野1-16-17

安田内科医院 33_岡山県 岡山市北区清輝本町3-28

福島内科医院 33_岡山県 岡山市北区清心町3-18

医療法人社団 渕本医院 33_岡山県 岡山市北区西古松2-28-14

岡山療護センター 33_岡山県 岡山市北区西古松2丁目8番35号

佐々木医院 33_岡山県 岡山市北区西崎本町4-3

深澤内科医院 33_岡山県 岡山市北区西辛川487-2

岡山赤十字病院 33_岡山県 岡山市北区青江二丁目1番1号

そのべ耳鼻咽喉科 33_岡山県 岡山市北区大安寺南町1-3-11

医療法人 義人会 井上医院 33_岡山県 岡山市北区大井2316

医療法人 木本内科医院 33_岡山県 岡山市北区大供表町3番12-101号

はだ医院 33_岡山県 岡山市北区大元上町12-10

キタカタクリニック 33_岡山県 岡山市北区大和町2-8-23

たつみ内科クリニック 33_岡山県 岡山市北区辰巳20-108

おぐら小児科 33_岡山県 岡山市北区辰巳34-109

大森クリニック 33_岡山県 岡山市北区中山下1-6-18

ぬもとクリニック 33_岡山県 岡山市北区中山下1-9-51

河合内科 33_岡山県 岡山市北区中山下2-2-63

おくむら大腸肛門クリニック 33_岡山県 岡山市北区中山下2-2-74

末広耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 岡山市北区中仙道2-28-22

ひふ科大山クリニック 33_岡山県 岡山市北区津島南1-1-12

つしまクリニック 33_岡山県 岡山市北区津島福居1-2-15

名越整形外科医院 33_岡山県 岡山市北区庭瀬229-2

松村耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 岡山市北区田町2-1-7

かわだファミリークリニック 内科・小

児科・呼吸器内科
33_岡山県 岡山市北区東古松三丁目2番23号

やまもとこどもクリニック 33_岡山県 岡山市北区内山下1-3-13

岡山済生会県庁内診療所 33_岡山県 岡山市北区内山下2丁目5-7 丸の内会館1階
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大守クリニック 33_岡山県 岡山市北区楢津1203-1

医療法人 山下クリニック 33_岡山県 岡山市北区楢津394-1

時岡内科循環器科医院 33_岡山県 岡山市北区蕃山町8-13

中村産婦人科医院 33_岡山県 岡山市北区表町3-17-33

一般財団法人 河田病院 33_岡山県 岡山市北区富町2-15-21

砂山クリニック 33_岡山県 岡山市北区富田町1-6-10-102

医療法人 岡山奏和会 撫川クリニック 33_岡山県 岡山市北区撫川1470番地

牧野皮膚科形成外科クリニック 33_岡山県 岡山市北区平田111-104

公益財団法人 岡山県健康づくり財団 

人間ドック
33_岡山県 岡山市北区平田408番地1

しまばら内科消化器科クリニック 33_岡山県 岡山市北区平野1011-6

医療法人 ふくだ医院 33_岡山県 岡山市北区平野691-5

神崎皮膚科 33_岡山県 岡山市北区平和町5-1

河合内科西口クリニック 33_岡山県 岡山市北区奉還町1-2-3

淳風会ロングライフホスピタル 33_岡山県 岡山市北区万成東町3-1

小西整形外科・腰痛クリニック 33_岡山県 岡山市北区牟佐120-7

医療法人 緑風会 三宅医院問屋町テラ

ス
33_岡山県 岡山市北区問屋町15-101

さとうファミリークリニック 33_岡山県 岡山市北区野殿東町1-35

医療法人天翔会 岡山中央診療所健康管

理センター
33_岡山県 岡山市北区柳町1-13-7

医療法人 塚本内科医院 33_岡山県 加賀郡吉備中央町円城855

医療法人 塚本内科医院 津賀クリニッ

ク
33_岡山県 加賀郡吉備中央町下加茂1103-8

笠岡第一病院 33_岡山県 笠岡市横島1945

医療法人社団 平山内科整形外科クリ

ニック
33_岡山県 笠岡市吉田37-2

医療法人 永山眼科クリニック 33_岡山県 笠岡市五番町3番2

猪木医院 33_岡山県 笠岡市十一番町1-7

鈴木医院 33_岡山県 笠岡市西大島新田108

木野山医院 33_岡山県 笠岡市西大島新田649

医療法人 武田耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 笠岡市二番町7-9

医療法人 亀乃甲診療所 33_岡山県 久米郡美咲町原田3154-1

佐野整形外科医院 33_岡山県 玉野市宇野1-26-3

原田内科クリニック 33_岡山県 玉野市宇野2丁目37-18

小野田耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 玉野市玉6-8-6

こやま医院 33_岡山県 玉野市八浜町見石1607-3

山田外科医院 33_岡山県 玉野市和田3-19-1

桑内耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 高梁市松原通2050
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藤本診療所 33_岡山県 高梁市松原通2113

高梁市川上診療所 33_岡山県 高梁市川上町地頭2340

医療法人 仲田医院 33_岡山県 高梁市落合町阿部1896-1

小林医院 33_岡山県 勝田郡勝央町岡37

医療法人 筒井医院 33_岡山県 小田郡矢掛町小田5526-7

介護老人保健施設くろかみ 33_岡山県 新見市高尾2306-5

⾧谷川紀念病院 33_岡山県 新見市高尾793番地6

新見中央病院 33_岡山県 新見市新見827-1

新見市国民健康保険神代診療所 33_岡山県 新見市神郷下神代3946

新見市大佐診療所 33_岡山県 新見市大佐小阪部1470

松坂内科医院 33_岡山県 真庭市久世2873

医療法人イケヤ医院 33_岡山県 真庭市久世2926-3

宮島医院 33_岡山県 真庭市月田6840

医療法人 聖旨会 吉弘クリニック 33_岡山県 真庭市山田1937

耳鼻咽喉科 福島医院 33_岡山県 真庭市多田33-1

前原医院 33_岡山県 真庭市中島392-3

谷田医院 33_岡山県 真庭市蒜山中福田299

まにわ整形外科クリニック 33_岡山県 真庭市目木1885番地1

総合病院 落合病院 33_岡山県 真庭市落合垂水251

はっとり医院 33_岡山県 瀬戸内市⾧船町土師1212-5

岡崎内科クリニック 33_岡山県 瀬戸内市邑久町山田庄212-1

水野医院 33_岡山県 瀬戸内市邑久町上笠加171-5

こやま小児科 33_岡山県 赤磐市下市362-2

あかいわファミリークリニック 33_岡山県 赤磐市河本1143

うえの内科小児科医院 33_岡山県 赤磐市桜が丘西4-1-11

桜井内科 33_岡山県 赤磐市山口160-3

小坂内科医院 33_岡山県 赤磐市山陽4-13-3

森クリニック 33_岡山県 赤磐市周匝728-1

医療法人 道満医院 33_岡山県 赤磐市町苅田920

赤磐皮膚科形成外科 33_岡山県 赤磐市日古木794

あまの耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 赤磐市日古木795-1

産科・婦人科 片山医院 33_岡山県 赤磐市馬屋646番地

にいつクリニック 33_岡山県 浅口郡里庄町新庄2929-1

医療法人萌生会 国定病院 33_岡山県 浅口郡里庄町浜中93-141

上田内科クリニック 33_岡山県 浅口市鴨方町鴨方1081-1

にいつ耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 浅口市鴨方町鴨方1645-1

医療法人 たけ耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 浅口市金光町占見新田398-1

津田眼科医院 33_岡山県 倉敷市阿知3-21-9 倉敷平和ビル2階

医療法人 かめ山こどもクリニック 33_岡山県 倉敷市沖新町88-4
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(医)東山会 伊木診療所 33_岡山県 倉敷市亀山775-1

山田整形外科、歯科 33_岡山県 倉敷市吉岡561-15

医療法人 渡辺耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 倉敷市吉岡565-25

医療法人 昭和会 倉敷北病院 33_岡山県 倉敷市宮前41-2

新倉敷メディカルスクエア 33_岡山県 倉敷市玉島1719

プライムホスピタル玉島 33_岡山県 倉敷市玉島750-1

医療法人社団 新風会 玉島中央病院 33_岡山県 倉敷市玉島阿賀崎2-1-1

医療法人 かわたクリニック 33_岡山県 倉敷市玉島乙島6861-1

守屋おさむクリニック 33_岡山県 倉敷市玉島乙島932-43

井上クリニック 33_岡山県 倉敷市玉島上成538-15

医療法人創生会 渡辺胃腸科外科病院 33_岡山県 倉敷市玉島上成539-5

みつおかクリニック 33_岡山県 倉敷市玉島中央町2丁目5-3-1

玉島協同病院 33_岡山県 倉敷市玉島柏島5209-1

医療法人 桃山会 小野内科医院 33_岡山県 倉敷市玉島八島1755

植村眼科医院 33_岡山県 倉敷市玉島八島704

医療法人 守谷整形外科医院 33_岡山県 倉敷市玉島勇崎585-1

高橋内科医院 33_岡山県 倉敷市広江6-2-3

あかつか眼科クリニック 33_岡山県 倉敷市笹沖1328-1

わきや内科クリニック 33_岡山県 倉敷市笹沖608-3

(医)勲友会味野医院 33_岡山県 倉敷市児島駅前1-103

医療法人社団 聖約会 佐藤眼科医院 33_岡山県 倉敷市児島駅前1-88

清水レディス・クリニック 33_岡山県 倉敷市児島駅前4丁目92番

医療法人 博成会 加藤医院 33_岡山県 倉敷市児島下の町2-14-17

医療法人 やまもとクリニック 33_岡山県 倉敷市児島元浜町783-5

医療法人 医誠会 児島中央病院 33_岡山県 倉敷市児島小川町3685番地

医療法人 なんば小児科医院 33_岡山県 倉敷市児島上の町2-2-17

新見脳神経外科医院 33_岡山県 倉敷市児島稗田町1822

野上医療法人 和楽会 野上内科医院 33_岡山県 倉敷市児島味野6-1-10

医療法人 恵和会 田嶋内科 33_岡山県 倉敷市児島柳田町862

医療法人 三泉会 西原眼科 33_岡山県 倉敷市松島1063

医療法人 三泉会 西原内科循環器科 33_岡山県 倉敷市松島1065

もり小児科・耳鼻咽喉科クリニック 33_岡山県 倉敷市松島1100-1

江口眼科クリニック 33_岡山県 倉敷市松島1154-2

医療法人 望 いわもとクリニック 33_岡山県 倉敷市上東1056-1

くさか整形外科 33_岡山県 倉敷市上東494-1

きむら眼科 33_岡山県 倉敷市新倉敷駅前2-64-1

新倉敷耳鼻咽喉科クリニック 33_岡山県 倉敷市新倉敷駅前3丁目120-1

あさはら眼科 33_岡山県 倉敷市新倉敷駅前3丁目138番地

医療法人 すこやか会 ゆのき医院 33_岡山県 倉敷市新倉敷駅前5丁目73番地

570 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

おかもと内科クリニック 33_岡山県 倉敷市水江1029-1

なかもと耳鼻咽喉科クリニック 33_岡山県 倉敷市水江1032-1

やまだ内科クリニック 33_岡山県 倉敷市水江1594-56

医療法人 横尾医院 33_岡山県 倉敷市水島西弥生町2-22

医療法人 堀医院 33_岡山県 倉敷市水島西弥生町7-21

医療法人 あさき小児科 33_岡山県 倉敷市水島南幸町1-9

総合病院 水島協同病院 33_岡山県 倉敷市水島南春日町1番1号

場田医院 33_岡山県 倉敷市西坂1480-124

医療法人 博美会 渡辺医院 33_岡山県 倉敷市西中新田16

小山耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 倉敷市西中新田20-1

すがた脳神経外科・内科クリニック 33_岡山県 倉敷市西中新田313-7

医療法人 出宮内科医院 33_岡山県 倉敷市船穂町船穂1438番地

もりや耳鼻咽喉科 33_岡山県 倉敷市大島353-32

医療法人 耳鼻咽喉科秋定クリニック 33_岡山県 倉敷市茶屋町1608-7

すぎはら眼科循環器科内科 33_岡山県 倉敷市茶屋町751-1

あい内科小児科クリニック 33_岡山県 倉敷市中央2丁目18-3

医療法人和香会 倉敷スイートホスピタ

ル
33_岡山県 倉敷市中庄3542番1

おおしも内科 33_岡山県 倉敷市中畝2-8-21

医療法人 滝沢整形外科 33_岡山県 倉敷市中畝8-6-15

ささき耳鼻咽喉科 33_岡山県 倉敷市中島3011-11

池内整形外科 33_岡山県 倉敷市中島470-2

倉敷紀念病院 33_岡山県 倉敷市中島831

医療法人 伸和 川井クリニック 33_岡山県 倉敷市二子135-1

木村耳鼻咽喉科医院 33_岡山県 倉敷市白楽町556-16

医療法人 すわ内科皮ふ科 33_岡山県 倉敷市八王寺町287

医療法人 以心会 難波医院 33_岡山県 倉敷市福田町古新田146-4

白髪胃腸科内科小児科 33_岡山県 倉敷市北畝2-10-20

(医)雨宮医院 33_岡山県 倉敷市北畝4-17-12

えぐち耳鼻咽喉科 33_岡山県 倉敷市北畝7-3-7

山本整形外科医院 33_岡山県 倉敷市林348

淳風会 倉敷クリニック 33_岡山県 倉敷市連島中央3-1-19 淳風スクエア

たけだクリニック 33_岡山県 倉敷市連島町鶴新田1730-3

医療法人 至誠会 赤松病院 33_岡山県 倉敷市老松町3-10-32

医療法人 誠和会 倉敷第一病院 33_岡山県 倉敷市老松町5丁目3-10

医療法人 健奉会 谷向内科 33_岡山県 総社市井手1208-2

三宅内科小児科医院 33_岡山県 総社市井手919番地

医療法人 康栄会 岡ハートクリニック 33_岡山県 総社市岡谷170番地

杉生クリニック 33_岡山県 総社市三須1342
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医療法人 やまもと医院 33_岡山県 総社市三輪618

さかえ外科内科クリニック 33_岡山県 総社市真壁212

総社みみ・はな・のどクリニック 33_岡山県 総社市総社2-20-10

たなか耳鼻咽喉クリニック 33_岡山県 総社市中央3丁目10-105

医療法人 雄栄会 角田医院 33_岡山県 総社市中央3丁目3番地の113

友野内科医院 33_岡山県 総社市富原344-1

診療ドクター杉生 33_岡山県 総社市門田315

くにとみクリニック 33_岡山県 総社市門田78-1

ひらいクリニック 33_岡山県 津山市加茂町中原61

神尾内科医院 33_岡山県 津山市河辺770

公益財団法人 中国労働衛生協会 津山

検診所
33_岡山県 津山市戸島634番25

西医院 33_岡山県 津山市高野本郷1274-1

はせがわ耳鼻咽喉科クリニック 33_岡山県 津山市高野本郷1437-1

勝北すこやかクリニック 33_岡山県 津山市坂上221-1

医療法人 野ゆり会 かんざき医院 33_岡山県 津山市山方55-10

ぬかだ健康クリニック 33_岡山県 津山市山北559-5

ふくはら小児科内科 33_岡山県 津山市山北559-5

医療法人 辻医院 33_岡山県 津山市小原27-1

ながえ医院 33_岡山県 津山市沼856-3

石井医院 33_岡山県 津山市沼857-1

津山中央病院 33_岡山県 津山市川崎1756

津山東クリニック 33_岡山県 津山市川崎176-1

多胡クリニック・まどか苑 33_岡山県 津山市草加部955-1

近光整形外科診療所 33_岡山県 津山市椿高下127-1

赤堀病院 34_岡山県 津山市椿高下33

医療法人 西下病院サンクリニック 33_岡山県 津山市田町27

中西クリニック 33_岡山県 津山市東一宮43-13

水田皮膚科泌尿器科 33_岡山県 津山市南新座105

津山中央クリニック 33_岡山県 津山市二階町65

津山中央記念病院 33_岡山県 津山市二階町71

早島クリニック 33_岡山県 都窪郡早島町早島1475-2

木村内科 33_岡山県 備前市伊部1491

木田医院 33_岡山県 美作市中山1482-3

社会医療法人 清風会 湯郷ファミリー

クリニック
33_岡山県 美作市湯郷815-6

原田内科医院 33_岡山県 美作市豆田50-3

医療法人 菊池クリニック 33_岡山県 美作市入田225-1

医療法人 平病院 33_岡山県 和気郡和気町尺所438
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小谷医院 33_岡山県 和気郡和気町和気480

さくま泌尿器科 34_広島県 広島市中区鉄砲町9-10 湯浅ビル5階

吉川医院 34_広島県 広島市安佐北区大林1丁目21-34

上野整形外科・リハビリ科 34_広島県 福山市水呑町4425

もりもと皮膚科クリニック 34_広島県 福山市多治米町5丁目23-30 2F

瀬山備北内科 34_広島県 三次市十日市東4-3-7

医療法人杏仁会 松尾内科病院 34_広島県 三原市城町三丁目7番1号

海田心療内科 34_広島県 安芸郡海田町稲荷町6-30

南海田病院 34_広島県 安芸郡海田町栄町2-42

一般社団法人 安芸地区医師会 34_広島県 安芸郡海田町栄町5-13

海田よつ葉クリニック 34_広島県 安芸郡海田町栄町5-32

こころのクリニックひまわり 34_広島県 安芸郡海田町窪町1-23 JR海田市駅NKビル

片桐整形外科 34_広島県 安芸郡海田町南昭和町14-20

おんじ内科クリニック 34_広島県 安芸郡海田町南大正町3-25

医療法人 かしの木会 山本整形外科病

院
34_広島県 安芸郡海田町堀川町2番23号

梶山医院 34_広島県 安芸郡熊野町貴船18番16号

医療法人 豊田レディースクリニック 34_広島県 安芸郡熊野町川角4丁目30番1号

在宅療養支援診療所 りんりんクリニッ

ク
34_広島県 安芸郡熊野町萩原5丁目1-55

小坂内科医院 34_広島県 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目8-42

津田産婦人科クリニック 34_広島県 安芸郡南幸町9-43

鈴川内科クリニック 34_広島県 安芸郡府中町山田1-2-7

やまだ眼科 34_広島県
安芸郡府中町青崎中24-26 クリニックモール

向洋3F

こさか内科 34_広島県 安芸郡府中町青崎東20-2

医療社団法人 前野医院 34_広島県 安芸郡府中町石井城2-10-20

スガタ整形外科医院 34_広島県 安芸郡府中町石井城一丁目5-36

益田眼科 34_広島県 安芸郡府中町大須1-16-2

みはら内科クリニック 34_広島県
安芸郡府中町大通二丁目8-21 大興クリニック

ビル2F・3F

医療法人 白根耳鼻咽喉科 34_広島県 安芸郡府中町鶴江1-25-20

医療法人 しらね眼科 34_広島県 安芸郡府中町鶴江1-25-20

医療法人 健仁会 西村内科医院 34_広島県 安芸郡府中町桃山1-1-24

なんば内科 34_広島県 安芸郡府中町本町2-5-13

医療法人 社団 沢崎外科 34_広島県 安芸高田市吉田町吉田695-1

えのきクリニック 34_広島県 安芸高田市吉田町吉田834番地の1

佐々木クリニック 34_広島県 安芸高田市吉田町山手585

徳永医院 34_広島県 安芸高田市甲田町高田原1419-1

573 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

増田ファミリークリニック 34_広島県 安芸高田市甲田町高田原1474-3

津田医院 34_広島県 安芸高田市美土里町本郷1781-9

ほうゆう病院 34_広島県 呉市阿賀北1-14-15

介護老人保健施設なごみ 34_広島県 呉市阿賀北1-14-15

呉市国民健康保険安浦診療所 34_広島県 呉市安浦町安登西6丁目1-39

河野診療所 34_広島県 呉市音戸町鰯浜2-3-31

呉市国民健康保険 音戸診療所 34_広島県 呉市音戸町高須3丁目7-15

医療法人社団 向日葵会 角医院 34_広島県 呉市音戸町藤脇2丁目19-3

一般財団法人 広島結核予防協会 住吉

浜病院
34_広島県 呉市下蒲刈町下島2498番地

医療法人社団 生康会 谷本医院 34_広島県 呉市吉浦宮花町7-11

かじまクリニック 34_広島県 呉市宮原2-6-6

田中医院 34_広島県 呉市宮原5-2-6

医療法人社団 有信会 呉記念病院 34_広島県 呉市郷原町2379-42

神垣医院 34_広島県 呉市広横路2-14-32

医療法人 晃全会 大宇根内科呼吸器科

クリニック
34_広島県 呉市広古新開1丁目1-31

医療法人社団 薫風会 横山病院 34_広島県 呉市広古新開2丁目5-20

きむら耳鼻咽喉科クリニック 34_広島県 呉市広古新開7-23-9

森皮ふ科アレルギー科 34_広島県 呉市広古新開8-32-4

早川クリニック 34_広島県 呉市広大広2-7-4

神垣小児科 34_広島県 呉市広中町12-24

眼科 宍道医院 34_広島県 呉市広中町15-25

苗村小児科 34_広島県 呉市広白石4-8-35

たまき整形外科 34_広島県 呉市広本町3-18-12

いとう耳鼻咽喉科クリニック 34_広島県 呉市三条3-2-7

介護医療院グリーン三条 34_広島県 呉市三条一丁目3番14号

耳鼻咽喉科ササキクリニック 34_広島県 呉市焼山中央1-13-13

浜田内科泌尿器科 34_広島県 呉市焼山本庄4丁目8番16号

(独)国立病院機構呉医療センター・中

国がんセンター
34_広島県 呉市青山町3番1号

住吉医院 34_広島県 呉市川尻町東1-10-12

よしかわ医院 34_広島県 呉市中央1-3-1 光陽ビル2F

心療内科 村岡クリニック 34_広島県 呉市中央2-6-10  村上ビルⅡ4F

医療法人社団 中川会 呉中通病院 34_広島県 呉市中通1丁目3番8号

渡辺小児科循環器科クリニック 34_広島県 呉市東中央2-5-22

姫野内科医院 34_広島県 呉市東中央4-5-25

にし耳鼻咽喉科クリニック 34_広島県 呉市宝町2-23-1

升谷医院 34_広島県 呉市豊浜町豊島3958
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かわの内科胃腸科 34_広島県 呉市本町4-2

真鍋外科整形外科 34_広島県 呉市本町9-16

石泌尿器科医院 34_広島県 呉市本町9-19

高橋内科クリニック 34_広島県 呉市本通4-9-5 ニッセイ呉本町ビル7F

医療法人 順典会 手島医院 34_広島県 呉市本通5-1-24

医療法人 福原内科クリニック 34_広島県 呉市本通7-1-20

さくら眼科クリニック 34_広島県
広島県三原市円一町1-1-7 フジグラン三原別

棟2F

医療法人社団 泰山会 根石医院 34_広島県 広島市安芸区船越6-3-19

医療法人社団 たくみ会 きむらクリ

ニック
34_広島県 広島市安芸区船越南2-17-1

医療法人 あいクリニック 34_広島県 広島市安芸区船越南2-18-19

こいけ眼科 34_広島県 広島市安芸区船越南3-27-26

あおぞら診療所 34_広島県 広島市安芸区中野7丁目22-11

医療法人 せのがわ 瀬野川病院 34_広島県 広島市安芸区中野東4-11-13

広島市医師会運営・安芸市民病院 34_広島県 広島市安芸区畑賀2丁目14-1

向井内科・脳神経内科 34_広島県 広島市安芸区矢野西1-28-23

行武医院 34_広島県 広島市安芸区矢野西1-3-2

津丸内科医院 34_広島県 広島市安芸区矢野西4-1-17

行武内科医院 34_広島県 広島市安芸区矢野西一丁目3-2

廣本クリニック 34_広島県 広島市安芸区矢野南3-1-2

山口整形外科病院 34_広島県 広島市安佐南区祇園2丁目13-20

平川クリニック 34_広島県
広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオンモール広

島祇園1F

よりしま内科外科医院 34_広島県 広島市安佐南区祇園6-21-16

にしだ耳鼻咽喉科 34_広島県 広島市安佐南区高取北1-4-25-2F

近藤内科クリニック 34_広島県 広島市安佐南区山本1-19-36

おち眼科医院 34_広島県 広島市安佐南区山本1-5-15

西山皮ふ科アレルギー科 34_広島県 広島市安佐南区山本1-9-26 3F

武田山医院 34_広島県 広島市安佐南区山本9-4-9

片山内科小児科医院 34_広島県 広島市安佐南区上安6-26-1

ふじい内科循環器科 34_広島県 広島市安佐南区西原1-25-13-1

医療法人 クリニックいけだ 34_広島県 広島市安佐南区西原1-8-13

かがわファミリークリニック 34_広島県 広島市安佐南区西原2丁目32-19

森耳鼻咽喉科医院 34_広島県 広島市安佐南区西原4-11-21

広島ハートセンター 34_広島県 広島市安佐南区西原7丁目8-38

すがはら小児科アレルギー科クリニッ

ク
34_広島県 広島市安佐南区西原8丁目1-13

さんよう水野病院 34_広島県 広島市安佐南区川内4-13-33
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医療法人社団 三矢会 原田医院 34_広島県 広島市安佐南区川内4-15-18

医療法人 辻外科内科クリニック 34_広島県 広島市安佐南区川内6丁目27-16

いるかクリニック 34_広島県 広島市安佐南区相田1-3-18

医療法人社団 幸誠会 かなはら医院 34_広島県 広島市安佐南区大町西1-1-10

たなべ小児科内科 34_広島県 広島市安佐南区大町東2-7-25-5

矢野脳神経外科・やのこどもクリニッ

ク
34_広島県 広島市安佐南区大塚西1-24-12

医療法人豊心会 とよた内科クリニック 34_広島県 広島市安佐南区大塚西3-11-5

医療法人社団 八千代会 メリィホスピ

タル
34_広島県 広島市安佐南区大塚西三丁目1番20号

(医)矢村皮ふ科クリニック 34_広島県 広島市安佐南区中筋2-5-20

広島医療生活協同組合 広島共立病院 34_広島県 広島市安佐南区中須二丁目20-20

⾧楽寺内科・呼吸器クリニック 34_広島県 広島市安佐南区⾧楽寺1-15-3

三上整形外科医院 34_広島県 広島市安佐南区⾧楽寺1丁目8番9号

津田医院 34_広島県 広島市安佐南区⾧束3-10-31

山下内科小児科医院 34_広島県 広島市安佐南区⾧束西1-1-42

つじ心療内科 34_広島県
広島市安佐南区東原1-1-2 シーブリーズ東原

七番館2F

わんぱくキッズクリニック 34_広島県 広島市安佐南区東原1丁目1-2

やぎ眼科 34_広島県 広島市安佐南区八木1-19-16

かとうクリニック 34_広島県 広島市安佐南区八木2-3-6

末井内科 34_広島県 広島市安佐南区八木4-6-4

砂川クリニック 34_広島県 広島市安佐南区八木7丁目6-25

マツモト外科整形外科 34_広島県 広島市安佐南区伴東5-12-4

医療法人 西村小児科 34_広島県 広島市安佐南区伴東5-19-23

安佐南内科リウマチ科クリニック 34_広島県 広島市安佐南区伴東5丁目21-35

医療法人 信愛会 日比野病院 34_広島県 広島市安佐南区伴東7-9-2

広島医療生活協同組合 沼田診療所 34_広島県 広島市安佐南区伴東7丁目38-10

耳鼻咽喉科くにもと医院 34_広島県 広島市安佐南区伴東7丁目59-28

クオッカ眼科クリニック 34_広島県 広島市安佐南区伴南1丁目5-18-8-201

医療法人あすか 高橋内科小児科医院 34_広島県 広島市安佐南区緑井2-12-25

鈴張クリニック 34_広島県 広島市安佐北区安佐町2013-1

医療法人社団土居会 土井クリニック 34_広島県 広島市安佐北区可部2-40-22

かとう整形外科スポーツ運動器クリ

ニック
34_広島県 広島市安佐北区可部5丁目14-12

医療法人仁医会 井口医院 34_広島県 広島市安佐北区可部七丁目5番7号

医療法人社団 やまさき整形外科 34_広島県 広島市安佐北区可部南2-14-14

広島市立安佐市民病院 34_広島県 広島市安佐北区可部南二丁目1番1号
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木ノ原内科小児科医院 34_広島県 広島市安佐北区亀崎1-2-30

高陽耳鼻咽喉科 34_広島県 広島市安佐北区亀崎1-2-4

中西内科 34_広島県 広島市安佐北区亀山4-20-8

勝木台クリニック 34_広島県 広島市安佐北区亀山西1-2-1

くぼ医院 34_広島県 広島市安佐北区亀山南5-7-24

吉見内科小児科医院 34_広島県 広島市安佐北区口田3-28-11

医療法人社団 博寿会 山下医院 34_広島県 広島市安佐北区口田一丁目15番10号

医療法人社団 いでした内科・神経内科

クリニック
34_広島県 広島市安佐北区口田三丁目31-11

かるが医院 34_広島県 広島市安佐北区狩留家町1298-1

高陽中央病院 34_広島県 広島市安佐北区落合5-1-10

ながた皮ふ科 34_広島県 広島市安佐北区落合5丁目24-8

おきた内科クリニック 34_広島県 広島市安佐北区落合南1-11-15

なかお内科消化器呼吸器クリニック 34_広島県 広島市安佐北区落合南1-11-22

新谷整形外科医院 34_広島県 広島市安佐北区落合南7-4-22

河田産婦人科医院 34_広島県 広島市佐伯区海老園1-2-13

(医)いくた内科医院 34_広島県 広島市佐伯区海老園1丁目8-26

川岡内科クリニック 34_広島県 広島市佐伯区海老園2-3-8

福原リハビリテーション整形外科・内

科医院
34_広島県 広島市佐伯区海老園2-9-22

大内耳鼻咽喉科医院 34_広島県 広島市佐伯区皆賀2-2-27

松永クリニック 34_広島県 広島市佐伯区皆賀2-2-31

松村循環器・外科医院 34_広島県 広島市佐伯区楽々園2-2-19

楽々園みみ・はな・のどクリニック 34_広島県
広島市佐伯区楽々園5-9-5 楽々園クリニック

ビル201号室

医療法人 翠和会 養神館病院 34_広島県 広島市佐伯区五日市1-12-6

野島内科医院 34_広島県 広島市佐伯区五日市2丁目9-4

谷本小児科 34_広島県 広島市佐伯区五日市4丁目3-1

平尾クリニック 34_広島県 広島市佐伯区五日市駅前1-11-39

医療法人 日域整形外科クリニック 34_広島県 広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-201

まんたに心療内科クリニック 34_広島県 広島市佐伯区五日市駅前1-5-18-302

セントラルクリニック 34_広島県 広島市佐伯区五日市駅前3-5-16

高田小児科医院 34_広島県 広島市佐伯区五日市中央3-15-19

名草クリニック 34_広島県 広島市佐伯区五日市中央3丁目9-51

井上整形外科 34_広島県 広島市佐伯区三筋2-1-34

五日市記念病院 34_広島県 広島市佐伯区倉重一丁目95番地

たかいしクリニック 34_広島県 広島市佐伯区坪井1-21-43

湯来まつむらクリニック 34_広島県 広島市佐伯区湯来町白砂590番地

はやしクリニック 34_広島県 広島市佐伯区八幡1-22-11
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しらたきクリニック 34_広島県 広島市佐伯区八幡2丁目6-16

和光整形外科クリニック 34_広島県 広島市佐伯区八幡東2丁目28-8-7

生協さえき病院 34_広島県 広島市佐伯区八幡東3丁目11-29

医療法人登静会 中村内科医院 34_広島県 広島市佐伯区美鈴が丘西1丁目1-1

のぞみ整形外科ヒロシマ 34_広島県 広島市佐伯区利松3-6-30

しのはら小児クリニック 34_広島県 広島市西区井口3-13-5

鈴峰今中医院 34_広島県 広島市西区井口4丁目2番31号

池田皮膚科クリニック 34_広島県 広島市西区井口台2丁目23-32

のだ内科ファミリークリニック 34_広島県 広島市西区井口明神1丁目14-49

岩本皮ふ科アレルギー科 34_広島県 広島市西区井口明神1丁目9-2

松尾胃腸科内科医院 34_広島県 広島市西区井口明神2-7-15

石橋内科医院 34_広島県 広島市西区井口鈴が台1-4-6

鈴が台クリニック 34_広島県 広島市西区井口鈴が台3-5-2

薮田耳鼻咽喉科医院 34_広島県 広島市西区井口鈴が台3-5-20

こうち内科胃腸科 34_広島県 広島市西区横川新町13-22

秋田クリニック 34_広島県 広島市西区横川町2-7-7 メゾンツダ

介護老人保健施設ピア観音 34_広島県 広島市西区観音新町1-7-40

医療法人社団 晴風会 井上内科胃腸科 34_広島県 広島市西区観音新町2-3-9

医療法人社団 幸昌会 ウラベ医院 34_広島県 広島市西区観音町6-2

フェニックスクリニック 34_広島県 広島市西区観音町7番29号 県営東観音住宅1階

医療法人社団 稲垣内科 34_広島県 広島市西区観音本町1丁目22-26

内科(糖尿病)久安医院 34_広島県 広島市西区観音本町2丁目7番23号

古江中野眼科 34_広島県 広島市西区古江新町1-22

大石整形外科リウマチクリニック 34_広島県 広島市西区己斐上1-11-36

医療法人社団 石田内科 34_広島県 広島市西区己斐上2丁目11番3号

医療法人 己斐杉本クリニック 34_広島県 広島市西区己斐本町1-25-6

医療法人 はまだ小児クリニック 34_広島県 広島市西区己斐本町1-25-8

医療法人 あろえ会岡本クリニック 34_広島県 広島市西区己斐本町3-11-7

医療法人CPCよつば会 広島大腸肛門ク

リニック
34_広島県 広島市西区庚午南1-35-21

よしのこどもとアレルギーのクリニッ

ク
34_広島県 広島市西区庚午南1丁目30-13

木村内科・消化器科 34_広島県 広島市西区庚午北2-22-4

むらき小児科 34_広島県 広島市西区庚午北2-22-4

正木内科胃腸科医院 34_広島県 広島市西区庚午北2-9-28

荒木脳神経外科病院 34_広島県 広島市西区庚午北2丁目8-7

いまだ病院 34_広島県 広島市西区三篠町1-5-1

山崎内科クリニック 34_広島県 広島市西区三篠町2-4-28

578 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

奥本皮膚科クリニック 34_広島県 広島市西区三篠北町19-27 イケダビル2F

ほり整形外科 34_広島県 広島市西区草津新町2丁目6-10

草津診療所 34_広島県 広島市西区草津東1丁目11-43

藤浪医院 34_広島県 広島市西区草津南2-6-7

ふじたクリニック 34_広島県 広島市西区草津南4丁目6-5-1

西冨皮膚科医院 34_広島県 広島市西区草津本町1-14

医療法人社団 光仁会 梶川病院 34_広島県 広島市西区天満町8番7号

医療法人和同会 広島パークヒル病院 34_広島県 広島市西区田方二丁目16番45号

ありしげ耳鼻咽喉科 34_広島県 広島市西区南観音2-7-21

観音中村クリニック 34_広島県 広島市西区南観音7-14-20 第2藤島ビル2階

かねはら内科・呼吸器クリニック 34_広島県 広島市西区楠木町3丁目1-10

福島生協病院 34_広島県 広島市西区福島町1-24-7

力田病院 / すずがみね介護医療院 34_広島県 広島市西区鈴が峰町14-20

医療法人社団 田丸整形外科 34_広島県 広島市中区羽衣町2-15

ちゃたに胃腸科外科 34_広島県 広島市中区榎町3-24

スサワ循環器科・内科 34_広島県 広島市中区基町1-20 オプリビル2F

医療法人灰塚医院 34_広島県 広島市中区基町18-4-4

バスセンター佐々木内科 34_広島県 広島市中区基町6-27 広島センタービル

皮膚科泌尿器科 山崎医院 34_広島県 広島市中区橋本町5-9

小武家胃腸科 34_広島県 広島市中区銀山町11-27

新本クリニック 34_広島県 広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店11F

川村内科胃腸科医院 34_広島県 広島市中区光南1-5-10

医療法人 岡本内科消化器科クリニック 34_広島県 広島市中区光南1丁目15-5

松本内科循環器科医院 34_広島県 広島市中区光南1丁目16-23

医療法人 榎木内科循環器科医院 34_広島県 広島市中区江波南1丁目39-9

土橋きたの皮ふ科 34_広島県 広島市中区堺町1-3-10 吉田ビル2階

はるた呼吸器クリニック 34_広島県 広島市中区堺町1-3-10 吉田ビル3F

はらだ小児科医院 34_広島県 広島市中区堺町2-6-22

だいこく皮ふ科・アレルギー科 34_広島県
広島市中区三川町1-20 ピンクリボン39ビル3

階

原田クリニック 34_広島県 広島市中区三川町2-8 井手ビル3F

広島中央通り内科クリニック 34_広島県 広島市中区三川町7-1

土井内科神経内科クリニック 34_広島県 広島市中区紙屋町1-1-17

森眼科 34_広島県 広島市中区紙屋町2丁目2-15

広島市立舟入市民病院 34_広島県 広島市中区舟入幸町14-11

いのうえ内科脳神経クリニック 34_広島県 広島市中区舟入川口町5-7

もりお内科 34_広島県 広島市中区舟入川口町6-8

舟入槇殿胃腸科内科 34_広島県 広島市中区舟入中町2-23  舟入コータース2F
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舟入山本内科クリニック 34_広島県 広島市中区舟入本町13-12

藤井病院 34_広島県 広島市中区舟入本町14-6

山代眼科医院 34_広島県 広島市中区舟入本町7-15

梶山内科 34_広島県 広島市中区十日市町1-2-22

妹尾内科 34_広島県 広島市中区十日市町1丁目4-25

酒井内科医院 34_広島県 広島市中区十日市町2丁目4-6

広島国税局診療所 34_広島県 広島市中区上八丁堀6-30

田中整形外科クリニック 34_広島県
広島市中区西白島町20-15 メディカルプラザ

西白島2F

黒川クリニック 34_広島県 広島市中区西白島町20-15-3F

医療法人 社団 天野医院 34_広島県 広島市中区西白島町7-31

松林内科医院 34_広島県 広島市中区千田町2-1-8

広島赤十字・血液センター 34_広島県 広島市中区千田町2-5-5

松島耳鼻咽喉科医院 34_広島県 広島市中区袋町1-1

袋町クリニック 34_広島県 広島市中区袋町4-14

滝口耳鼻咽喉科 34_広島県 広島市中区袋町4-3  滝口ビル6F

山崎医院 34_広島県 広島市中区大手町2-6-11

さだもりレディースクリニック 34_広島県 広島市中区大手町2-7-2 4F

よしだハートクリニック 34_広島県 広島市中区大手町3-13-8

医療法人 三和会 おおうち病院 34_広島県 広島市中区大手町3丁目7-11

健康倶楽部 健診クリニック 34_広島県 広島市中区大手町3丁目7-5

金林耳鼻咽喉科 34_広島県 広島市中区大手町4-1-1

松本内科胃腸科 34_広島県
広島市中区大手町5丁目7-3 ビアビアンカ松尾

ビル3F

ほーむけあクリニック 34_広島県 広島市中区竹屋町8-8

あかね会 中島土谷クリニック 34_広島県 広島市中区中島町6-1

医療法人 産婦人科内科 小松クリニッ

ク
34_広島県 広島市中区鉄砲町10-18

大岩内科 34_広島県 広島市中区鉄砲町2番6号

医療法人かいせいクリニック 34_広島県 広島市中区鉄砲町5-7 広島偕成ビル7階

八丁堀眼科医院 34_広島県 広島市中区鉄砲町9-10 湯浅ビル3F

松本医院 34_広島県 広島市中区東平塚町9-9

大橋内科医院 34_広島県 広島市中区白島中町11-10

永山医院 34_広島県 広島市中区白島北町10-1

身原皮ふ科・形成外科クリニック 34_広島県 広島市中区八丁堀14-7 宮田ビル7F

川上消化器内科クリニック 34_広島県 広島市中区八丁堀4-24

大田クリニック整形外科 34_広島県 広島市中区富士見町4-27

小児科/アレルギー科 すがいこどもク

リニック
34_広島県 広島市中区宝町1-5 フジグラン広島4階
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笹尾クリニック 34_広島県 広島市中区宝町4-7 笹尾BiL2F

国家公務員共済組合連合会 広島記念病

院
34_広島県 広島市中区本川町1丁目4-3

本通眼科 34_広島県 広島市中区本通7-25 高橋ビル1F

絹谷産婦人科 34_広島県 広島市中区本通8-23-4F

医療法人ケーエスワイ 立町クリニック 34_広島県 広島市中区立町2-2 立町中央ビル6F

沼田皮膚科クリニック 34_広島県 広島市中区幟町13-4 広島マツダビル2階

広島アイクリニック 34_広島県 広島市中区幟町13-4 広島マツダビル3F

うさがわクリニック 34_広島県 広島市中区幟町14-16 第2宇佐川ビル2F

わたなべ内科・呼吸器クリニック 34_広島県 広島市東区温品4-21-8

高橋泌尿器科・皮ふ科クリニック 34_広島県 広島市東区温品7-10-11-18

医療法人社団 まつばらクリニック 34_広島県 広島市東区温品7丁目11番30号

山地内科医院 34_広島県 広島市東区牛田旭2-4-14

外科胃腸科いとう医院 34_広島県 広島市東区牛田中1-11-12

土井皮ふ科クリニック 34_広島県 広島市東区牛田中1-1-25

医療法人竹生会 いくたに内科クリニッ

ク
34_広島県 広島市東区戸坂山根1丁目24-23

築山内科医院 34_広島県 広島市東区戸坂山崎町8-9

池田整形外科リハビリテーションクリ

ニック
34_広島県 広島市東区戸坂大上4丁目29番13号

医療法人あずさ会 森整形外科 34_広島県 広島市東区光町1-3-16

(医法)沖本眼科 34_広島県 広島市東区光町2-6-31 極東ビル

たかた内科クリニック 34_広島県 広島市東区若草町10-15

浜村耳鼻咽喉科 34_広島県 広島市東区曙1-8-9

医療法人たかまさ会 山崎病院 34_広島県 広島市東区上温品1丁目24-9

医療法人 中山整形外科医院 34_広島県 広島市東区中山東1丁目5-8

医療法人社団俊幸会 中川外科胃腸科肛

門科
34_広島県 広島市東区東蟹屋町11-23

医療法人社団ひろまさ会 谷本クリニッ

ク
34_広島県 広島市東区尾⾧東二丁目5番4号

溝口皮膚・泌尿器科 34_広島県 広島市南区旭1-9-23

あさひ整形外科クリニック 34_広島県 広島市南区旭2-15-18

石田内科小児科医院 34_広島県 広島市南区旭2-4-1

寛田クリニック 34_広島県 広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町2F

山肩内科クリニック 34_広島県 広島市南区稲荷町4-9

竹本医院 34_広島県 広島市南区宇品海岸2丁目2-11

医療法人社団 江島医院 34_広島県 広島市南区宇品御幸2丁目5-7

宏精クリニック 34_広島県 広島市南区宇品御幸3丁目1-11

581 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

森泌尿器科皮フ科クリニック 34_広島県
広島市南区宇品神田1-2-16 ペガサスメディカ

ル宇品2F

医療法人さつき会 井上内科医院 34_広島県 広島市南区宇品神田二丁目15-3

医療法人社団 みのりの会 田島医院 34_広島県 広島市南区宇品東1丁目4-19

かみつな内科医院 34_広島県 広島市南区宇品東2-2-12

広島大学病院  第一内科 34_広島県 広島市南区霞1-2-3

堂面医院 34_広島県 広島市南区皆実町2-8-4

平賀内科クリニック 34_広島県 広島市南区皆実町6丁目14-4

京橋心療クリニック 34_広島県 広島市南区京橋町1-2

佐々木内科クリニック 34_広島県 広島市南区京橋町1-2-201

医療法人 新でしお病院 34_広島県 広島市南区出汐1丁目3番9号

三上内科医院 34_広島県 広島市南区松原町3-1-205

高杉クリニック 34_広島県 広島市南区松原町3-1-206

ビッグフロント広島内科呼吸器科 34_広島県
広島市南区松原町5-1 ビッグフロント広島タ

ワービル4F

IVFクリニックひろしま 34_広島県
広島市南区松原町5番1号 BIG FRONTひろし

ま4階

ふたば皮膚科 34_広島県 広島市南区松原町9-1-10F

広島厚生病院 34_広島県 広島市南区仁保新町1-5-13

やまぐち内科クリニック 34_広島県 広島市南区翠1-3-10

さとう脳神経外科クリニック 34_広島県 広島市南区翠2-5-6

医療法人翠星会 松田病院 34_広島県 広島市南区翠4丁目13-7

医療法人社団 福原医院 34_広島県 広島市南区翠一丁目2-11

のぞみ整形外科スタジアム前クリニッ

ク
34_広島県 広島市南区西蟹屋4-8-35

青崎いぶきクリニック 34_広島県 広島市南区青崎1丁目9-17

医療法人 健真会 山本整形外科病院 34_広島県 広島市南区青崎2丁目4-20

高橋内科呼吸器クリニック 34_広島県 広島市南区段原3-3-27

岡田外科医院 34_広島県 広島市南区段原山崎2丁目9-22

だんばら耳鼻咽喉科クリニック 34_広島県 広島市南区段原南1-3-53 イーストビル1F

しげのぶ整形外科リウマチ・リハビリ

クリニック
34_広島県 広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル2F

医療法人社団 一陽会 イーストクリ

ニック
34_広島県

広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル6

階

だんばら耳鼻咽喉科クリニック 34_広島県 広島市南区段原南1丁目3-53 イーストビル1F

あきもと皮膚科リハビリ整形外科 34_広島県 広島市南区的場町1-7-21

澤崎産婦人科 34_広島県 広島市南区的場町2-2-15
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十河クリニック・そごう心療内科クリ

ニック
34_広島県 広島市南区的場町一丁目7-20

村上外科内科 34_広島県 広島市南区東雲2丁目18-15

医療法人社団 古川医院 34_広島県 広島市南区東雲本町1丁目1-2

野島内科医院 34_広島県 広島市南区東雲本町1丁目12番3号

木下循環器・内科 34_広島県 広島市南区東雲本町2-7-10

藤元内科ファミリークリニック 34_広島県 広島市南区東本浦町22-29

瀬戸産婦人科医院 34_広島県 広島市南区東本浦町22-5

医療法人社団まりも会 ヒロシマ平松病

院
34_広島県 広島市南区比治山本町11番27号

まつだ整形外科 34_広島県 広島市南区比治山本町1-20

みなみ内科ライフケアクリニック 34_広島県 広島市南区比治山本町16-35-12F

医療法人社団めぐみ会 森藤医院 34_広島県 江田島市江田島町切串2丁目17-10

医療法人社団仁風会 青木病院 34_広島県 江田島市江田島町中央四丁目17番10号

芸南クリニック 34_広島県 江田島市大柿町柿浦991-1

医療法人社団 大井医院 34_広島県 江田島市大柿町大原5908-2

島の病院おおたに 34_広島県 江田島市能美町中町4711

社会医療法人 里仁会 興生総合病院 34_広島県 三原市円一町2丁目5-1

戸谷整形外科医院 34_広島県 三原市宮浦3-28-18

木村耳鼻咽喉科・アレルギー科 34_広島県 三原市宮浦6-3-28

かじやま内科循環器科 34_広島県 三原市宮沖2-6-18

ひとみスキンクリニック 34_広島県 三原市港町1-3-15

医療法人仁康会 小泉病院 34_広島県 三原市小泉町4245番地

医療法人清幸会 三原城町病院 34_広島県 三原市城町1-14-14

みはらえきまえクリニック 34_広島県 三原市城町1-8-7

なぎさ医院 34_広島県 三原市須波2-22-32

須波宗斉会病院 34_広島県 三原市須波ハイツ2-3-10

医療法人社団 ツネトウ胃腸科・外科 34_広島県 三原市須波西1丁目1-12

里仁会介護医療院白龍湖 34_広島県 三原市大和町和木1504-1

大和診療所 34_広島県 三原市大和町和木1538-1

総合病院三原赤十字病院 34_広島県 三原市東町2丁目7-1

医療法人社団 いしねファミリークリ

ニック
34_広島県 三原市本郷南5丁目19-15

医療法人 木下内科医院 34_広島県 三原市本郷南7-15-13

子鹿医療療育センター 34_広島県 三次市粟屋町11664番地

医療法人社団ワイ・エス・ケー心和会 

重信医院
34_広島県 三次市下志和地町710-12

三浦クリニック 34_広島県 三次市吉舎町吉舎770番地

折田クリニック 34_広島県 三次市江田川之内町1363-1
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今井医院 34_広島県 三次市三良坂町三良坂2633

高場クリニック 34_広島県 三次市三良坂町三良坂877-5

医療法人社団 近藤医院 34_広島県 三次市四拾貫町16-2

野村内科医院 34_広島県 三次市十日市中2丁目14-23

福原内科胃腸科 34_広島県 三次市十日市中2丁目3番18号

医療法人社団 岡崎医院 34_広島県 三次市十日市中二丁目14番33号

三次地区医療センター 34_広島県 三次市十日市東三丁目16番1号

市立三次中央病院 34_広島県 三次市東酒屋町10531番地

大倉医院 34_広島県 三次市南畑敷町227-1

落合整形外科内科 34_広島県 山県郡安芸太田町加計3488-1

医療法人社団 慶寿会 千代田中央病院 34_広島県 山県郡北広島町有田1192

医療法人社団 国原医院 34_広島県 庄原市口和町永田406-5

庄原同仁病院・庄原同仁病院介護医療

院
34_広島県 庄原市川北町890-1

比婆医院 34_広島県 庄原市中本町1-3-1渡辺ビル1F

こやま整形外科・内科クリニック 34_広島県 庄原市中本町1-7-5

日傳医院 34_広島県 庄原市東城町川西493-1

こぶしの里クリニック 34_広島県 庄原市東城町川東152-4

医療法人社団千手会 瀬尾医院 34_広島県 庄原市東城町川東163-7

介護老人保健施設ビーブル神石三和 34_広島県 神石郡神石高原町小畠1500-1

吉實クリニック 34_広島県 神石郡神石高原町油木乙6676-15

さともとクリニック 34_広島県 世羅郡世羅町寺町1557-2

森岡医院 34_広島県 世羅郡世羅町西上原482-13

独)国立病院機構 広島西医療センター 34_広島県 大竹市玖波4丁目1番1号

三菱ケミカル株式会社広島事業所診療

所
34_広島県 大竹市御幸町20-1

山下ケアクリニック 34_広島県 大竹市新町1-2-7 Design202, 101号室

だいこく小児科クリニック 34_広島県 大竹市晴海1丁目4-13-2F

村井内科クリニック 34_広島県 大竹市南栄1-6-15

医療法人 英眞会 坪井クリニック 34_広島県 大竹市本町1丁目1-18

大和橋医院 34_広島県 大竹市本町2丁目9-4

医療法人 楽生会 馬場病院 34_広島県 竹原市下野町1744

医療法人社団 仁慈会 安田病院 34_広島県 竹原市下野町3136

おぎ皮膚科アレルギー科クリニック 34_広島県 竹原市下野町小井手3270-1

医療法人 社団 大貫内科医院 34_広島県 竹原市西野町1925-7

医療法人 社団 仁寿会 こうの医院 34_広島県 竹原市中央3-15-1

あまの耳鼻咽喉科医院 34_広島県 竹原市中央3-3-1

大田整形外科おおた内科 34_広島県 竹原市中央4-4-25

いのくちクリニック 34_広島県 竹原市忠海中町2-1-40
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県立安芸津病院 34_広島県 東広島市安芸津町三津4388

おの内科クリニック 34_広島県 東広島市安芸津町風早1118-14

神田医院 34_広島県 東広島市安芸津町風早1522

本田クリニック 34_広島県 東広島市高屋町杵原1292-1

造賀信原医院 34_広島県 東広島市高屋町造賀737-2

白市診療所 34_広島県 東広島市高屋町白市716-1

岡本内科消化器科 34_広島県 東広島市黒瀬町兼広138

むぎ耳鼻咽喉科医院 34_広島県 東広島市黒瀬町兼広140

山形内科循環器医院 34_広島県 東広島市黒瀬町楢原243-6

おかざき泌尿器科クリニック 34_広島県 東広島市西条栄町10-30

原クリニック東広島 34_広島県 東広島市西条栄町2-23

医療法人社団樹章会 本永病院 34_広島県 東広島市西条岡町8-13

門沢医院 34_広島県 東広島市西条下見6丁目10番4号

アソカの園 武島医院 34_広島県 東広島市西条西本町25-29

三浦医院 34_広島県 東広島市西条西本町27-28

西条心療クリニック 34_広島県 東広島市西条西本町28-30

医療法人社団 川中皮フ科・形成外科 34_広島県 東広島市西条大坪町2-15 東広島ビル1階

二階堂眼科 34_広島県 東広島市西条中央3-5-38

松林レディースクリニック 34_広島県 東広島市西条町御薗宇4281-1

東広島整形外科クリニック 34_広島県
東広島市西条町御薗宇4281-1 東広島クリニッ

クビル1F

そね内科クリニック 34_広島県
東広島市西条町御薗宇4281-1 東広島クリニッ

クビル1階

せきとう内科消化器科クリニック 34_広島県 東広島市西条町御薗宇5489-5

医療法人社団二山会 宗近病院 34_広島県 東広島市西条町御薗宇703

友安クリニック 34_広島県 東広島市西条町寺家1319-1

山本内科医院 34_広島県 東広島市西条町寺家3228-2

のぞみ整形外科クリニック寺家 34_広島県 東広島市西条町寺家4720

虹の子どもクリニック 34_広島県 東広島市西条町寺家5022番1

寺西診療所 34_広島県 東広島市西条町寺家6656-1

下山記念クリニック 34_広島県 東広島市西条町寺家7432-1

のぞみ整形外科クリニック西条 34_広島県 東広島市西条町助実1182-1

くぼにし小児科・内科クリニック 34_広島県 東広島市西条町大沢98-1

医療法人社団 博愛会 木阪病院 34_広島県 東広島市西条町土与丸1235番地

医療法人 藤井脳神経外科 34_広島県 東広島市西条町馬木245

医療法人 かとう小児科アレルギー科 34_広島県 東広島市西条土与丸5-9-6

井野口病院 34_広島県 東広島市西条土与丸6丁目1-91

たにぐち脳神経外科クリニック 34_広島県 東広島市西条本町12-2-2F

佐々木医院 34_広島県 東広島市八本松町原6769
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医療法人社団 松田医院 34_広島県 東広島市八本松町飯田101

(医)瑠璃光会 山田脳神経外科 34_広島県 東広島市八本松町飯田111-1

こどもクリニック八本松 34_広島県 東広島市八本松南2-4-15

高橋ホームクリニック 34_広島県 東広島市八本松飯田6-16-12

竹仁診療所 34_広島県 東広島市福富町下竹仁504-5

しげの整形外科スポーツクリニック 34_広島県
廿日市市阿品3丁目1-6 ナタリーもみじビル3

階

平田内科小児科医院 34_広島県 廿日市市阿品台4-1-26

きむら内科小児科医院 34_広島県 廿日市市阿品台4-17-31

えだひろ内科成人病クリニック 34_広島県 廿日市市下平良1-3-36-302

廿日市あまき眼科 34_広島県 廿日市市下平良2-2-1 ゆめタウン廿日市3F

中丸クリニック 34_広島県 廿日市市宮島口1-7-15

医療法人社団 小池皮フ科医院 34_広島県 廿日市市宮内1057-1

アイビー眼科 34_広島県 廿日市市宮内4311-5

はつかいち乳腺クリニック 34_広島県 廿日市市串戸4丁目14-14

斉藤脳外科クリニック 34_広島県 廿日市市戸2-17-5 いわみビル

内藤内科医院 34_広島県 廿日市市佐方4-8-31

せいこう胃腸科・外科医院 34_広島県 廿日市市佐方562-2

向井クリニック 34_広島県 廿日市市前空5-3-16

広島生活習慣病・がん健診所大野 34_広島県 廿日市市大野早時3406-5

くろさきクリニック 34_広島県 廿日市市大野中央5丁目1-43

医療法人 たに内科クリニック 34_広島県 廿日市市地御前1丁目2-22

勝谷・小笠原クリニック 34_広島県 廿日市市地御前2-10-22

仁愛内科医院 34_広島県 廿日市市地御前3-18-9

じごぜんクリニック 34_広島県 廿日市市地御前3丁目16-20

井村眼科医院 34_広島県 廿日市市天神5-12

医療法人 ⾧谷川医院 34_広島県 廿日市市廿日市1-7-5

因島医師会病院 34_広島県 尾道市因島中庄町1962

医療法人社団 眞田クリニック 34_広島県 尾道市因島土生町1809-34

日立造船健康保険組合 因島総合病院 34_広島県 尾道市因島土生町2561番地

医療法人社団 砂田内科 34_広島県 尾道市久保1丁目1番15号

医療法人社団 八木診療所 34_広島県 尾道市御調町大田3

得本医院 34_広島県 尾道市向島町5450

医療法人社団 松本内科胃腸科医院 34_広島県 尾道市向東町3570-5

上野整形外科 34_広島県 尾道市高須町1286-3

丸谷循環器科内科医院 34_広島県 尾道市高須町1383-2

古島整形外科 34_広島県 尾道市高須町4788-4

医療法人 みやの耳鼻咽喉科 34_広島県 尾道市高須町5737

おかはし内科医院 34_広島県 尾道市三軒家町17-12
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医)西医院 34_広島県 尾道市手崎町7-16

徳毛外科医院 34_広島県 尾道市新浜1-4-1

福原内科医院 34_広島県 尾道市新浜2丁目2-3

医療法人社団 神田会 木曽病院 34_広島県 尾道市神田町2番24号

児玉医院 34_広島県 尾道市瀬戸田町瀬戸田346

鍋島内科 34_広島県 尾道市西御所町13-32

檀上医院 34_広島県 尾道市西御所町９-９

医療法人社団 湯浅内科 34_広島県 尾道市土堂2-2-8

花房眼科医院 34_広島県 尾道市土堂2-4-29

くさか整形外科 34_広島県 尾道市美ノ郷町三成226-5

たがしら医院 34_広島県 尾道市美ノ郷町三成2675

公益財団法人 中国労働衛生協会 尾道

検診所
34_広島県 尾道市平原3丁目1番1号

上垣眼科医院 34_広島県 尾道市門田町73-18

佐野内科医院 34_広島県 府中市鵜飼町699-10

川﨑内科医院 34_広島県 府中市高木町189-1

黒木整形外科リハビリテーションクリ

ニック
34_広島県 府中市上下町上下2052番地1

地方独立行政法人府中市病院機構 府中

北市民病院
34_広島県 府中市上下町上下2101

老人保健施設かがやき苑 34_広島県 府中市上下町深江488-1

谷医院 34_広島県 府中市府川町171-1

石川医院 34_広島県 福山市芦田町下有地986

伊勢丘内科クリニック 34_広島県 福山市伊勢丘3丁目3-1

東福山駅前クリニック 34_広島県 福山市引野町1丁目19-30

アクア心のクリニック 34_広島県 福山市引野町5-21-32

公益財団法人 中国労働衛生協会 福山

本部
34_広島県 福山市引野町5丁目14番2号

医療法人社団 玄同会 小畠病院 34_広島県 福山市駅家町上山守203

米田耳鼻咽喉科クリニック 34_広島県 福山市駅家町倉光156-1

もんぜんクリニック 34_広島県 福山市駅家町倉光306-4

さくらの丘クリニック 34_広島県 福山市駅家町法成寺108

⾧外科胃腸科医院 34_広島県 福山市駅家町法成寺4-1

山本クリニック 34_広島県 福山市駅家町坊寺58-1

さとうファミリークリニック 34_広島県 福山市駅家町万能倉786-7

内藤クリニック 34_広島県 福山市駅家町万能倉925-3

広畑内科・もり皮膚科 34_広島県 福山市横尾町1-21-8

脳神経センター 大田記念病院 34_広島県 福山市沖野上町3-6-28

せら医院 34_広島県 福山市加茂町下加茂993
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向田内科医院 34_広島県 福山市加茂町中野403-3

宮崎胃腸科放射線科内科医院 34_広島県 福山市霞町2-4-3

卜部耳鼻咽喉科医院 34_広島県 福山市霞町2丁目2-3

おかの眼科 34_広島県 福山市元町15-28

医療法人社団 平井外科胃腸科医院 34_広島県 福山市御幸町下岩成649-5

医療法人おひさまこどもクリニック 34_広島県 福山市御幸町森脇426-1

佐藤耳鼻咽喉科医院 34_広島県 福山市御船町1-11-11

いしい内科・糖尿病クリニック 34_広島県 福山市御船町1丁目9-3、2F

医療法人よしおかホームクリニック 34_広島県 福山市御船町1丁目9番3号

とくも胃腸科皮ふ科 34_広島県 福山市光南町1丁目7-9

福山記念病院 34_広島県 福山市港町1-15-30

細木小児科 34_広島県 福山市港町2-11-1

品川小児科内科 34_広島県 福山市今津町2-3-31

平木耳鼻咽喉科医院 34_広島県 福山市今津町4丁目1-20

医療法人大林会 福山こころの病院 34_広島県 福山市佐波町576-1

佐々木内科糖尿病クリニック 34_広島県 福山市三之丸町11-11

前原病院 34_広島県 福山市手城町1丁目3-41

社団 健照会 セオ病院 34_広島県 福山市住吉町4-1

みかみホームクリニック 34_広島県 福山市曙町6丁目7-15

瀬尾胃腸科内科 34_広島県 福山市昭和町1-26

医療法人 永元会 はしもとじんクリ

ニック
34_広島県 福山市松永町3-7-39-3

まつはまクリニック 34_広島県 福山市松浜町1-4-13

加藤医院 34_広島県 福山市新涯町1-16-36

日野内科小児科クリニック 34_広島県 福山市新涯町1-5-38

池田医院 34_広島県 福山市新市町戸手2121-1

石井医院 34_広島県 福山市神村町3122-1

いしいクリニック 34_広島県 福山市神辺町十三軒屋136-3

井口産婦人科小児科医院 34_広島県 福山市神辺町新湯野71-4

みはら眼科 34_広島県 福山市神辺町新徳田2-309

小川内科胃腸科 34_広島県 福山市神辺町新徳田545-1

優輝整形リハビリステーション 34_広島県 福山市神辺町川南105-1

きぬた小児科 34_広島県 福山市神辺町川南960-3

福山整形外科クリニック 34_広島県 福山市神辺町川北1533 フレスポ神辺モール内

いまだ内科医院 34_広島県 福山市神辺町川北324-1

医療法人社団 柚木外科医院 34_広島県 福山市神辺町川北954-4

上田内科 34_広島県 福山市神辺町湯野378-13

まが医院 34_広島県 福山市神辺町平野121-5
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まつおか耳鼻咽喉科 34_広島県 福山市水呑町4446

おおもとウィメンズクリニック 34_広島県 福山市水呑町4447

岡田クリニック 34_広島県 福山市水呑町4526

医療法人紘友会 福山友愛病院 34_広島県 福山市水呑町7302-2

奥坊クリニック 34_広島県 福山市西桜町1丁目6番1号

医療法人すこやか会 森近内科 34_広島県 福山市西深津町4-2-50

佐藤胃腸科医院 34_広島県 福山市西町1-4-1

西町クリニック耳鼻咽喉科 34_広島県 福山市西町2-5-6

医療法人社団 大仁会 大石病院 34_広島県 福山市川口町1-7-15

猪原歯科・リハビリテーション科 34_広島県 福山市多治米町5-28-15

仁愛内科クリニック 34_広島県 福山市多治米町5丁目23-30-202

三好眼科 34_広島県 福山市大黒町2-39

いしおか医院 34_広島県 福山市大門町3丁目19-14

医療法人健応会 大門あかつき病院 34_広島県 福山市大門町野々浜864番地

もりかわ内科クリニック 34_広島県 福山市東手城町1-3-11

宇田内科リウマチ科 34_広島県 福山市東深津町2丁目8-30

医療法人社団  石田内科・循環器科 34_広島県 福山市東川口町4丁目9-12

タカタ内科胃腸科 34_広島県 福山市東町三丁目3番3号

医療法人ふじえ 松山内科 34_広島県 福山市藤江町1724番地1

石藤クリニック 34_広島県 福山市道三町1-1

ざおう眼科 34_広島県 福山市南蔵王5-9-18

医療法人社団伸寿会 高須クリニック 34_広島県 福山市南蔵王町1-7-14

水永リハビリテーション病院 34_広島県 福山市南蔵王町4丁目16-16

医療法人社団ゆう耳鼻いんこう科クリ

ニック
34_広島県 福山市南蔵王町5-22-33

みはら眼科みなみざおうクリニック 34_広島県 福山市南蔵王町6丁目20-13

まるやまホームクリニック 34_広島県
福山市南蔵王町6丁目27番26号 ニューカモメ

マンション102

福山検診所 34_広島県 福山市南本庄5-11-1

にしえクリニック 34_広島県 福山市宝町5-25

まつもりファミリークリニック 34_広島県 福山市本庄町中1丁目2-13

有木医院 34_広島県 福山市本町1-1-103

石原内科胃腸科 34_広島県 福山市幕山台1-20-20

医療法人健応会 福山リハビリテーショ

ン病院
34_広島県 福山市明神町二丁目15番41号

岩﨑整形外科メンタルクリニック 34_広島県 福山市木之庄町2-7-5

医療法人辰川会 山陽病院 34_広島県 福山市野上町2丁目8番2号

馬野神経科クリニック 34_広島県 福山市野上町3丁目1-29

ときや内科 34_広島県 豊田郡大崎上島町沖浦1001
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円山医院 34_広島県 豊田郡大崎上島町中野4322-3

医療法人社団 田村医院 34_広島県 豊田郡大崎上島町明石2700番地

伊藤内科医院 35_山口県 下関市稗田北町13-36

みちがみ病院 35_山口県 光市光ケ丘2-5

伊藤耳鼻咽喉科医院 35_山口県 山口市泉都町10-15

とよた整形外科クリニック 35_山口県 山口市大内千坊4-15-23

上宇部外科 35_山口県 宇部市海南町2-12

医療法人ひらき内科 35_山口県 宇部市開1丁目3番3号

くろかわクリニック 35_山口県 宇部市亀浦1-2-22

医療法人社団コスモス会オクダ内科循

環器科
35_山口県 宇部市厚南中央一丁目2番66号

鈴木小児科医院 35_山口県 宇部市今村北4丁目26-15

(医)三井外科医院 35_山口県 宇部市昭和町4-4-16

今村皮膚科形成外科 35_山口県 宇部市松山町1-8-22

医療法人 博愛会 宇部記念病院 35_山口県 宇部市上町1-4-11

松岡小児科 35_山口県 宇部市西宇部南四丁目6番7号

小野整形外科クリニック 35_山口県 宇部市西岐波山村2759-6

ひうら整形外科クリニック 35_山口県 宇部市大字妻崎開作109

医療法人社団 泉仁会 宇部第一病院 35_山口県 宇部市大字木田字中山田40番地20

独立行政法人 国立病院機構 山口宇部

医療センター
35_山口県 宇部市東岐波685番地

医療法人 太白会 シーサイド病院 35_山口県 宇部市東岐波丸尾4322-1

波乗りクリニック 35_山口県 宇部市東岐波丸尾4327番8

医療法人 しながわクリニック 35_山口県 宇部市東琴芝1丁目5-14

医療法人 清水泌尿器科 35_山口県 宇部市浜町2-3-34

うのしま内科クリニック 35_山口県 宇部市浜町2丁目11-15

⾧谷川眼科 35_山口県 宇部市北琴芝2-5-21

はらぐち内科呼吸器科 35_山口県 宇部市明神町1-1-21

だて整形外科リハビリテーションクリ

ニック
35_山口県 下関市綾羅木本町2丁目4-22

福村眼科 35_山口県 下関市綾羅木本町2丁目5-15

新田整形外科 35_山口県 下関市安岡本町2-11-37

ゆめ眼科 35_山口県 下関市伊倉新町3丁目1番1号

石川ファミリークリニック 35_山口県 下関市伊倉新町4-2-21

梶井内科医院 35_山口県 下関市伊倉本町23-9

医療法人まつもと眼科 35_山口県 下関市羽山町4-1

周山医院 35_山口県 下関市王喜本町6-5-14

医療法人社団 真至会 王司こどもクリ

ニック
35_山口県 下関市王司上町1-8-7
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医療法人社団 季朋会 王司病院 35_山口県 下関市王司本町1丁目18-27

まつざき小児科 35_山口県 下関市梶栗町2-2-22

あさの眼科医院 35_山口県 下関市梶栗町2丁目2-36

みやざき耳鼻咽喉科 35_山口県 下関市梶栗町3-7-3

医療法人社団 野口産婦人科医院 35_山口県 下関市梶栗町3-7-8

あめやまクリニック 35_山口県 下関市菊川町田部1148-5

医療法人 黒川内科クリニック 35_山口県 下関市吉見本町1-1-22

しものせき脳神経外科クリニック 35_山口県 下関市熊野町1-7-6

医療法人社団 こん眼科 35_山口県 下関市熊野町1丁目7番50号

ひまわり内科クリニック 35_山口県 下関市形山みどり町14-19

花園内科クリニック 35_山口県 下関市後田町2-1-41

吉本医院 35_山口県 下関市向洋町3丁目12-14

ひらの胃腸科・内科医院 35_山口県 下関市幸町3-8

いとう腎クリニック 35_山口県 下関市山の田本町6-6

カイクリニック 35_山口県 下関市秋根東町6-14

ウエダ眼科 35_山口県 下関市秋根南町1-1-15

ごとう内科呼吸器科クリニック 35_山口県 下関市秋根南町1-5-28

医療法人 まつきクリニック 35_山口県 下関市秋根南町1-6-29

あきの整形外科クリニック 35_山口県 下関市秋根本町2-10-34

星の里会 岡病院 35_山口県 下関市小月本町2-15-20

桜山皮ふ科 35_山口県 下関市上新地町3-1-7

帆足医院 35_山口県 下関市上田中町2-21-2

ひろしげ眼科医院 35_山口県 下関市上田中町2-2-5

ふごの内科クリニック 35_山口県 下関市赤間町5-11

医療法人天秋会 野村病院 35_山口県 下関市大字横野字岡の下1038-1

医療法人社団 徳心会 おおむら循環器

科クリニック
35_山口県 下関市大坪本町36-20

医療法人其桃会 西尾病院 35_山口県 下関市竹崎町1丁目16番3号

赤司クリニック 35_山口県 下関市竹崎町3丁目5-24

牛尾医院亀の甲クリニック 35_山口県 下関市⾧府亀の甲1-2-1

光風園病院 35_山口県 下関市⾧府才川2-21-2

はしもと内科医院 35_山口県 下関市⾧府松小田本町25-11

医療法人 松永会 まつなが医院 35_山口県 下関市⾧府中浜町2番5号

医療法人 桃崎病院 35_山口県 下関市田中町1-10

佐島医院 35_山口県 下関市田中町14-18

伊藤眼科 35_山口県 下関市田中町4-3

井上整形外科クリニック 35_山口県 下関市南部町21-24

とね眼科クリニック 35_山口県 下関市彦島江の浦町1丁目7-8

吉村内科 35_山口県 下関市彦島江の浦町1丁目7番6号

591 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

溝口外科医院 35_山口県 下関市彦島迫町5丁目13-2

きぬがわ眼科 35_山口県 下関市豊浦町吉永1843

山口県済生会豊浦病院 35_山口県 下関市豊浦町小串10007番3

重本病院 35_山口県 下関市豊浦町大字黒井10097-50

医療法人 豊愛会 豊北病院 35_山口県 下関市豊北町粟野2397番地

和田医院 35_山口県 下関市豊北町神田上2762-1

水津皮フ科 35_山口県 下松市西市2-2-1

医療法人 緑山会 下松中央病院 35_山口県 下松市古川町3丁目1-1

(医)中山医院 35_山口県 下松市瑞穂町1-3-12

山下ウィメンズクリニック 35_山口県 下松市瑞穂町1丁目6番10号

あいクリニック 35_山口県 下松市西柳3丁目2番34号

岡藤内科医院 35_山口県 下松市大字西豊井741-9

梶原眼科医院 35_山口県 下松市大手町2-8-17

しげおか医院 35_山口県 下松市大手町2丁目6-14

周防医院 35_山口県 下松市中市二丁目10-8

山本医院 35_山口県 下松市潮音町1-8-32

定金内科 35_山口県 下松市南花岡7-2-1

野見山内科医院 35_山口県 下松市美里町3-4-5

小林医院 35_山口県 岩国市周東町西⾧野1658

小幡眼科 35_山口県 岩国市岩国1-19-6

岩国第一病院 35_山口県 岩国市岩国1-20-49

牛野谷クリニック 35_山口県 岩国市牛野谷町3丁目39-19

ひろなか泌尿器科 35_山口県 岩国市錦見2-7-50

玖玉会 玖珂中央病院 35_山口県 岩国市玖珂町1448番地

医療法人社団 青山会 リフレまえだ病

院
35_山口県 岩国市玖珂町1887

医療法人 山下内科医院 35_山口県 岩国市玖珂町558-22

(医)岩国中央病院 35_山口県 岩国市今津町4-15-3

上田整形外科 35_山口県 岩国市今津町4丁目2-5

医療法人芳心会 まつい内科クリニック 35_山口県 岩国市山手町1丁目22-25

川下整形外科 35_山口県 岩国市車町1-13-19

さいとう皮膚科 35_山口県 岩国市車町2-12-42

中川医院 35_山口県 岩国市中津町1-24-3

岩崎内科医院 35_山口県 岩国市南岩国町1-30-13

玉田産婦人科医院 35_山口県 岩国市南岩国町1丁目22-28

藤本循環器科・内科 35_山口県 岩国市南岩国町4-57-27

医療法人 福田医院 35_山口県 岩国市美川町南桑2417-1
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医療法人 松原クリニック 循環器科・

内科
35_山口県 岩国市平田5丁目42-17

やまもと耳鼻咽喉科クリニック 35_山口県 岩国市麻里布町6丁目9-19

さくらぎ循環器・内科クリニック 35_山口県 岩国市麻里布町7-2-18

鈴川内科クリニック 35_山口県 岩国市門前町3-11-3

特定医療法人 南和会 みどり病院 35_山口県 岩国市由宇町359-1

やのくにクリニック 35_山口県 熊毛郡田布施町下田布施899-3

弘和クリニック 35_山口県 熊毛郡田布施町大字波野197-1

医)さいとう整形外科 35_山口県 熊毛郡平生町大字平生村675番地の1

やまて小児科・アレルギー科 35_山口県 光市浅江1-10-12

クリニック高橋眼科 35_山口県 光市浅江3-17-1-101

光武医院 35_山口県 光市大字小周防1633-1

多田クリニック 35_山口県 光市島田1丁目1番21号

佃医院 35_山口県 光市虹ヶ丘1丁目13番10号

医療法人至誠会 梅田病院 35_山口県 光市虹ヶ浜3-6-1

ひかり皮フ科クリニック 35_山口県 光市木園1-8-3

大草医院 35_山口県 山口市阿東徳佐中3416番地5

まつお小児科医院 35_山口県 山口市維新公園5丁目5-28

医療法人社団 素心会 神徳内科 35_山口県 山口市下市町11-5

山口嘉川クリニック 35_山口県 山口市嘉川1360-3

医療法人 小川整形外科 35_山口県 山口市嘉川5034-1

あんの循環器内科 35_山口県 山口市吉敷中東1丁目1-1

医療法人社団 たはらクリニック 35_山口県 山口市後河原47

医療法人尽心会 くらたクリニック 35_山口県 山口市黒川771番地11

永田こどもクリニック 35_山口県 山口市三の宮2-7-4

医療法人社団 よろず循環器内科 35_山口県 山口市糸米1丁目2番13号

医療法人吉武医院 35_山口県 山口市秋穂東6292

医療法人 あだち眼科 35_山口県 山口市小郡下郷1216番10

大正通りクリニック 35_山口県 山口市小郡下郷1276

さっか整形外科クリニック 35_山口県 山口市小郡下郷2220-1

はまもと小児クリニック 35_山口県 山口市小郡下郷2240-7

医療法人清仁会 林病院 35_山口県 山口市小郡下郷751-4

野村整形外科 35_山口県 山口市青葉台3-32

小泉小児科 35_山口県 山口市大市町3-51

淵上整形外科 35_山口県 山口市大内御堀5-8-12

こぐま診療所 35_山口県 山口市大内中央2丁目5-15

医療法人社団水生会 柴田病院 35_山口県 山口市大内矢田北5丁目11番21号

耳鼻咽喉科ののはなクリニック 35_山口県 山口市大内矢田北6-19-17

中央クリニック 35_山口県 山口市中央3-2-43
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医療法人 丘病院 35_山口県 山口市中河原町2-14

済生会湯田温泉病院 35_山口県 山口市朝倉町4-55

のむら内科胃腸科医院 35_山口県 山口市湯田温泉一丁目8番10号

奥田胃腸科内科 35_山口県 山口市道場門前1-1-4

林外科医院 35_山口県 山口市道場門前2丁目2-31

小林眼科 35_山口県 山口市白石2丁目6-52-1

医療法人 光恵会 光山医院山口 35_山口県 山口市矢原町7-18

田中としろう眼科 35_山口県 山陽小野田市厚狭1434-18

小野田ライフケアクリニック 35_山口県 山陽小野田市高栄1-2-10

いのうえ内科医院 35_山口県 山陽小野田市須恵1丁目4-10

医療法人社団 西村内科医院 35_山口県 山陽小野田市西高泊586-1

伊藤医院 35_山口県 山陽小野田市千代町1-1-1

ジョイ皮ふ科クリニック 35_山口県
山陽小野田市中川6丁目4-1 おのだサンパーク

東館

山田循環器科内科 35_山口県 山陽小野田市東高泊2055-5

かわむら小児科 35_山口県 周南市花畠町4-3

医療法人 幸里会 桜木クリニック 35_山口県 周南市久米2919-1

橋本医院 35_山口県 周南市櫛ケ浜元町3953-1

松永医院 35_山口県 周南市呼坂2039-19

黒川病院 35_山口県 周南市五月町8番19号

たむら耳鼻咽喉科 35_山口県 周南市周陽1-10-1

医療法人 村田医院 35_山口県 周南市周陽1-3-39

宇野内科クリニック 35_山口県 周南市秋月2-9-12

医療法人淳信会 まさこメディカルクリ

ニック
35_山口県 周南市新町1-52

宇野医院本院 35_山口県 周南市大字櫛ヶ浜501番地

医療法人 緑山会 鹿野博愛病院 35_山口県 周南市大字鹿野下1161-1

医療法人 緑山会 周南高原病院 35_山口県 周南市大字須々万本郷29番地の1

医療法人 成心会 ふじわら医院 35_山口県 周南市大字大河内256-14

浅見内科クリニック 35_山口県 周南市二番町4133

海風診療所 35_山口県 周南市梅園町1-38

医療法人おかたに医院 35_山口県 周南市緑町3-37

医療法人 川口医院 35_山口県 大島郡周防大島町外入2228-20

うちだ眼科 35_山口県 ⾧門市東深川10062-45

医療法人 昌成会 國司眼科医院 35_山口県 ⾧門市東深川890-42

木村クリニック 35_山口県 ⾧門市油谷新別名953-2

医療法人 市原内科皮膚科 35_山口県 萩市大字塩屋町21-2

市原内科皮膚科 35_山口県 萩市塩屋町21

萩市国民健康保険田万川診療所 35_山口県 萩市下田万1036
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玉木病院 35_山口県 萩市瓦町1番地

(医)中嶋クリニック 35_山口県 萩市今古萩町15-5

医療法人 わたぬきクリニック 35_山口県 萩市東浜崎町53番地

あきよし竹尾クリニック 35_山口県 美祢市秋芳町秋吉5441-3

医療法人 原田外科医院 35_山口県 美祢市大嶺町東分322番地1

医療法人 EMS 植田救急クリニック 35_山口県 美祢市大嶺町東分字沖田1210-1

医療法人社団 豊美会 田代台病院 35_山口県 美祢市美東町真名2941

医療法人社団 大西眼科 35_山口県 防府市栄町2-1-1

防府消化器病センター 防府胃腸病院 35_山口県 防府市駅南町14-33

医療法人米沢記念 桑陽病院 35_山口県 防府市車塚町3-20

周防医院 35_山口県 防府市車塚町10-28

医療法人 至誠会 たにがわ医院 35_山口県 防府市上天神町3-11

かわい泌尿器科クリニック 35_山口県 防府市植松559-1 コスパメディカルビル1F

倉田皮ふ科・乳腺科 35_山口県 防府市石が口1-3-24

きはら内科あこ小児科 35_山口県 防府市台道421-2

ながみつクリニック 35_山口県 防府市中央町9番-41号

澤内科消化器科クリニック 35_山口県 防府市中央町9番6号

医療法人すみれ会 ひよしクリニック 35_山口県 防府市鋳物師町11-8

浜田内科循環器科 35_山口県 柳井市新庄1529-1

医療法人 柳井皮フ科 35_山口県 柳井市新庄字築井21-58

最所クリニック 35_山口県 柳井市大畠909-7

野田整形外科クリニック 35_山口県 柳井市天神17番16号

うつみ内科クリニック 35_山口県 柳井市南町4丁目2番14号

Captain Kids Clinic 35_山口県 柳井市南町7-11-9

松井クリニック 35_山口県 柳井市南浜1丁目8番3号

松田医院 35_山口県 柳井市柳井3715-1

政井医院 35_山口県 柳井市柳井5033-2

吉田整形外科 36_徳島県 鳴門市大津町木津野字前の越4-1

岩城クリニック 36_徳島県 阿南市学原町上水田11-1

木下産婦人科内科医院 36_徳島県 阿南市学原町上水田11-7

原田医院 36_徳島県 阿南市桑野町岡元5番地1

瀧内科外科医院 36_徳島県 阿南市才見町屋那婆24-1

馬原医院 36_徳島県 阿南市新野町信里6-1

阿南いしばし医院 36_徳島県 阿南市西路見町元村28-1

健生阿南診療所 36_徳島県 阿南市津乃峰町新浜12-2

あなん皮フ科クリニック 36_徳島県 阿南市日開野町谷田511-2

林内科医院 36_徳島県 阿波市阿波町谷島158

中山医院 36_徳島県 阿波市吉野町柿原字ノタ原42

阿波病院 36_徳島県 阿波市市場町市場字岸ノ下190-1
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太田診療所 36_徳島県 阿波市市場町上喜来字二俣前381番地1

医療法人 御所診療所 36_徳島県 阿波市土成町吉田字原田市の四31番地

医療法人 金塚内科 36_徳島県 阿波市土成町吉田字城根木36

乾内科外科 36_徳島県 阿波市土成町水田字久保田16-1

宍喰診療所 36_徳島県 海部郡海陽町宍喰浦字松原142-1

いしもとファミリークリニック 36_徳島県 海部郡海陽町大里字白水91-17

美波町国民健康保険 日和佐診療所 36_徳島県 海部郡美波町奥河内字井ノ上13番地2

美波病院 36_徳島県 海部郡美波町田井105-1

小柴医院 牟岐駅前クリニック 36_徳島県 海部郡牟岐町大字中村字本村95-1

石原小児科 36_徳島県 吉野川市鴨島町鴨島353

古本内科クリニック 36_徳島県 吉野川市鴨島町鴨島406-5

梶本胃腸科内科 36_徳島県 吉野川市鴨島町鴨島506

医療法人 青鳳会 美摩病院 36_徳島県 吉野川市鴨島町上下島497

井内内科 36_徳島県 吉野川市鴨島町上下島79-1

鈴木内科 36_徳島県 吉野川市鴨島町敷地14-1

三木クリニック 36_徳島県 吉野川市山川町祇園41番地5

社会医療法人あいざと会 あいざと山川

クリニック
36_徳島県 吉野川市山川町前川200番地2

医療法人 静可会 三加茂田中病院 36_徳島県 三好郡東みよし町加茂1883-4

安宅循環器内科 36_徳島県 三好市池田町サラダ1651-2

医療法人 村山内科 36_徳島県 三好市池田町サラダ1795番地1

大和外科医院 36_徳島県 三好市池田町マチ2524-2

北條病院 36_徳島県 三好市池田町マチ2526番地7

碩心館病院 36_徳島県 小松島市江田町大江田44-1

江藤病院 36_徳島県 小松島市大林町北浦21番地1

成悠会 南徳島クリニック 36_徳島県 小松島市中田町字狭間47

横井内科クリニック 36_徳島県 徳島市かちどき橋1-40

住友内科病院 36_徳島県 徳島市安宅2-3-5

応神クリニック 36_徳島県 徳島市応神町吉成字西吉成91-4

中瀬病院 36_徳島県 徳島市応神町古川字戎子野97-1

賀川脳外科クリニック 36_徳島県 徳島市応神町東貞方字西中須245-1

とくしま耳鼻咽喉科クリニック 36_徳島県 徳島市応神町東貞方字北野93-1

多田医院 36_徳島県 徳島市下助任町4-17-3

医療法人 武村クリニック 36_徳島県 徳島市金沢1丁目84-5

金沢クリニック 36_徳島県 徳島市金沢2丁目2-55

三河眼科 36_徳島県 徳島市幸町3丁目34番地の1

ひろこ漢方内科クリニック 36_徳島県 徳島市国府町観音寺224-1

たかはし内科 36_徳島県 徳島市国府町観音寺227番地の1

たまき青空病院 36_徳島県 徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1
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医療法人 青嵐会 むくの木クリニック 36_徳島県 徳島市国府町東高輪353-1

冨岡医院 36_徳島県 徳島市国府町日開973-1

芦田内科 36_徳島県 徳島市国府町府中802-1

佐古あいじつクリニック 36_徳島県 徳島市佐古4番町6番11号

中山内科医院 36_徳島県 徳島市佐古一番町8-7

恵愛レディースクリニック 36_徳島県 徳島市佐古三番町4-6

橘整形外科 36_徳島県 徳島市寺島本町西2丁目37-1

大櫛耳鼻咽喉科 はな・みみサージクリ

ニック
36_徳島県 徳島市寺島本町東2丁目19番

大櫛内科循環器科 36_徳島県 徳島市寺島本町東3丁目10

おかがわ内科・小児科 36_徳島県 徳島市住吉1-10-19

豊田内科 36_徳島県 徳島市住吉2-2-35

医療法人 平成博愛会 博愛記念病院 36_徳島県 徳島市勝占町惣田9

藤中内科医院 36_徳島県 徳島市昭和町1-21

幸地内科小児科 36_徳島県 徳島市昭和町4丁目23-1

ふじおか小児クリニック 36_徳島県 徳島市昭和町8丁目70番地3

沖の洲病院 36_徳島県 徳島市城東町一丁目8番8号

新浜医院 36_徳島県 徳島市新浜本町2-3-8

近藤内科病院 36_徳島県 徳島市西新浜町1丁目6番25号

じぞうばし内科外科 36_徳島県 徳島市西須賀町下中須13-2

岡部内科クリニック 36_徳島県 徳島市川内町加賀須野437-3

島田内科 36_徳島県 徳島市川内町平石若宮114-1

小倉診療所 36_徳島県 徳島市蔵本町2-27

社会医療法人あいざと会 あいざとパ

ティオクリニック
36_徳島県 徳島市蔵本町2丁目30番地1

医療法人すこやか  林 病院 36_徳島県 徳島市大原町千代ヶ丸山30-20

リハビリテーション大神子病院 36_徳島県 徳島市大原町大神子19

医療法人ひまわり会 八木クリニック 36_徳島県 徳島市大松町榎原外50-1

戸田皮膚科医院・あなん戸田皮膚科医

院
36_徳島県 徳島市大和町1丁目6-32

三好内科 36_徳島県 徳島市中吉野町2丁目39番地

中村外科内科 36_徳島県 徳島市中吉野町4丁目50番地の2

協栄内科 36_徳島県 徳島市中昭和町2-6

林内科 36_徳島県 徳島市中昭和町2-94

医療法人 山田眼科醫院 36_徳島県 徳島市中通町2-31

高橋小児科 36_徳島県 徳島市中島田町2-60-4

田中医院 36_徳島県 徳島市中島田町2-6-3

虹の橋病院 36_徳島県 徳島市中島田町3-60-1

橋本内科 36_徳島県 徳島市津田本町4丁目3-74-1
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宏生内科 36_徳島県 徳島市東吉野町1丁目39-5

医療法人いちえ会 伊月健診クリニック 36_徳島県 徳島市東船場町1-8

医療法人 いちえ会  伊月病院 36_徳島県 徳島市徳島町2丁目54番地

吉田外科医院 36_徳島県 徳島市南佐古四番町2-31

稲山外科内科 36_徳島県 徳島市南出来島町1-30

よしもと形成外科クリニック 36_徳島県 徳島市南庄町3丁目12-6

医療法人徳松会 松永病院 36_徳島県 徳島市南庄町4丁目63番1

冨田内科胃腸科クリニック 36_徳島県 徳島市南田宮1-3-50

春名産婦人科医院 36_徳島県 徳島市南二軒屋町1-2-55

木下病院 36_徳島県 徳島市南末広町4-70

医療法人 岩佐整形外科 36_徳島県 徳島市南矢三町1-8-1

佐藤医院 36_徳島県 徳島市入田町笠木200-4

医療法人 清和会 協立病院 36_徳島県 徳島市八万町橋本92番地の1

医療法人 尽心会 亀井病院 36_徳島県 徳島市八万町寺山231

井上内科 胃腸科 36_徳島県 徳島市福島1-3-40

メイプルクリニック高橋産婦人科 36_徳島県 徳島市福島2-2-8

高岡消化器内科 36_徳島県 徳島市福島2丁目5-2

川島病院 36_徳島県 徳島市北佐古一番町1-39

北佐古クリニック 36_徳島県 徳島市北佐古二番町2-15

加茂健やかクリニック 36_徳島県 徳島市北田宮4-6-62

田山チャイルドクリニック 36_徳島県 徳島市北矢三町3丁目3-41

梅原整形外科 36_徳島県 徳島市末広四丁目8番7号

地方職員共済組合徳島県支部直営診療

所
36_徳島県 徳島市万代町1丁目1

津田内科 36_徳島県 徳島市藍場町1-32

保岡クリニック論田病院 36_徳島県 徳島市論田町大江6-1

弘誠会 浦田病院 36_徳島県 板野郡松茂町広島字南ハリ13

芳川病院 36_徳島県 板野郡松茂町中喜来字群恵278番地8

社会医療法人あいざと会 藍里病院 36_徳島県 板野郡上板町佐藤塚字東288番地3

医療法人 野田医院 36_徳島県 板野郡上板町鍛冶屋原字西北原18

医療法人 井関クリニック 36_徳島県 板野郡上板町椎本字椎ノ宮314-1

医療法人 新野医院 36_徳島県 板野郡板野町下庄字栖養22-1

医療法人 十全会 井上病院 36_徳島県 板野郡板野町犬伏字鶴畑39-1

三愛内科 36_徳島県 板野郡板野町吹田字町南27-2

独立行政法人国立病院機構 東徳島医療

センター
36_徳島県 板野郡板野町大寺字大向北1-1

いのもと眼科内科 36_徳島県 板野郡北島町鯛浜字かや122-1

ルナウイメンズクリニック 36_徳島県 板野郡北島町中村字城屋敷19-13
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高田整形外科 36_徳島県 板野郡北島町中村字東堤ノ内30-1

北島こどもクリニック 36_徳島県 板野郡北島町中村東堤ノ内19-1

あいずみクリニック 36_徳島県
板野郡藍住町奥野字東中須88-1 ゆめタウン徳

島2階

稲次病院 36_徳島県 板野郡藍住町笠木字西野50-1

中山産婦人科 36_徳島県 板野郡藍住町東中富字⾧江傍示5-6

富本小児科内科 36_徳島県 板野郡藍住町東中富字東傍示1-3

こうのINRクリニック 36_徳島県 板野郡藍住町東中富字龍池傍示54-3

奥村医院 36_徳島県 板野郡藍住町徳命前須西166-1

医療法人こやま小児科内科クリニック 36_徳島県 板野郡藍住町矢上字原193-1

浜病院 36_徳島県 板野郡藍住町矢上字北分95

木下医院 36_徳島県 美馬市美馬町喜来市2-1

美馬リハビリテーション病院 36_徳島県 美馬市美馬町字沼田75

医療法人 一樹会 佐藤内科 36_徳島県 美馬市脇町字拝原1415-2

医療法人 峰寿会 岡内科病院 36_徳島県 美馬市脇町拝原1496-5

桜木病院 36_徳島県 美馬市脇町木ノ内3763

中谷医院 36_徳島県 名西郡神山町神領字西野間23の1

医療法人 徳治会 田中医院 36_徳島県 名西郡石井町浦庄字下浦689番地1

尾崎医院 36_徳島県 名西郡石井町高川原字加茂野318-8

健生石井クリニック 36_徳島県 名西郡石井町高川原字高川原2155

医療法人 杏寿会 遠藤整形外科 36_徳島県 名西郡石井町石井1263

石井虹の橋クリニック 36_徳島県 名西郡石井町石井字石井231-1

医療法人有誠会 手束病院 36_徳島県 名西郡石井町石井字石井434-1

遠藤眼科医院 36_徳島県 名西郡石井町石井字石井486-1

麻野皮膚科 36_徳島県 名西郡石井町石井石井540-3

久次米医院 36_徳島県 名東郡佐那河内村上字中辺80-1

高田内科医院 36_徳島県 鳴門市撫養町黒崎字松島96-10

兼松小児科 36_徳島県 鳴門市撫養町斎田岩崎120

医)うがい医院 36_徳島県 鳴門市撫養町斎田字大堤226

兼松病院 36_徳島県 鳴門市撫養町斎田字大堤54

高麗耳鼻咽喉科 36_徳島県 鳴門市撫養町斎田字北浜205

医療法人 斎藤整形外科 36_徳島県 鳴門市撫養町小桑島字前浜字前浜217

西條内科 36_徳島県 鳴門市撫養町南浜字東浜424

元木医院 36_徳島県 鳴門市撫養町南浜字東浜592

レディースクリニック兼松産婦人科 36_徳島県 鳴門市撫養町南浜字東浜601

医療法人 うずしお会 岩朝病院 36_徳島県 鳴門市撫養町立岩字元地280

医療法人 久仁会 鳴門山上病院 36_徳島県 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂205番地29

華山ファミリークリニック 37_香川県 さぬき市寒川町神前1526-1
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さぬき市民病院 37_香川県 さぬき市寒川町石田東甲387-1

米沢整形外科医院 37_香川県 さぬき市志度1939-3

大石整形外科医院 37_香川県 さぬき市昭和3322

服部内科医院 37_香川県 さぬき市造田是弘688-3

医療法人社団 陶山医院 37_香川県 さぬき市大川町田面71-1

田中小児科 37_香川県 さぬき市⾧尾名10-6

寒川クリニック 37_香川県 さぬき市⾧尾名37-7

医療法人社団 溝渕内科循環器クリニッ

ク
37_香川県 さぬき市津田町津田1048-1

津田診療所 37_香川県 さぬき市津田町津田1673-1

医療法人社団 百寿会 つるわクリニッ

ク
37_香川県 さぬき市津田町鶴羽570-1

なりあい医院 37_香川県 高松市成合町 1357

医療法人社団 松田内科医院 37_香川県 高松市藤塚町1-3-20

あやがわ眼科 37_香川県 綾歌郡綾川町萱原822-1 イオンモール綾川2F

桑島医院 37_香川県 綾歌郡綾川町山田上甲1307番地1

このはなクリニック 37_香川県 綾歌郡綾川町小野甲566

綾川町国民健康保険 陶病院 37_香川県 綾歌郡綾川町陶1720-1

医療法人社団 今村整形外科医院 37_香川県 綾歌郡綾川町陶2464-1

はしもとレディースクリニック 37_香川県 綾歌郡宇多津町浜九番丁141-1

医療法人社団くわはら医院 37_香川県 綾歌郡宇多津町浜八番丁112番地

千羽眼科医院 37_香川県 綾歌郡宇田津町浜八番丁133-4

久保田医院 37_香川県 観音寺市粟井町1295-1

かとう耳鼻咽喉科医院 37_香川県 観音寺市観音寺町甲1221-1

医療法人社団 素耕会 冨士クリニック 37_香川県 観音寺市観音寺町甲3002

中央クリニック 37_香川県 観音寺市観音寺町甲3130-1

医療法人社団 啓真会 渡辺ハートクリ

ニック内科
37_香川県 観音寺市植田町1010

たかしま耳鼻咽喉科 37_香川県 観音寺市植田町1010番地

西岡耳鼻咽喉科クリニック 37_香川県 観音寺市植田町359

小山医院 37_香川県 観音寺市村黒町173

医療法人社団 豊南会 香川井下病院 37_香川県 観音寺市大野原町花稲818番地1

やまじ呼吸器内科クリニック 37_香川県 観音寺市大野原町大野原4112-1

森内科医院 37_香川県 観音寺市八幡町1-5-33

よねいクリニック 37_香川県 観音寺市豊浜町姫浜703

もりの木おおにしクリニック 37_香川県 観音寺市茂西町一丁目6-3

河田医院 37_香川県 観音寺市茂木町5-5-32

(医)社団みとし会 クニタクリニック 37_香川県 観音寺市柞田町甲1888番地1
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おざきこどもクリニック 37_香川県 観音寺市柞田町甲880番地2

医療法人社団 杏和会 大西外科医院 37_香川県 丸亀市御供所町2-1-1

医療法人社団 田村クリニック 37_香川県 丸亀市幸町1-5-5

藤田耳鼻咽喉科医院 37_香川県 丸亀市幸町2-11-33

丸亀市国民健康保険広島診療所 37_香川県 丸亀市広島町青木482

人工透析センター宮野病院 37_香川県 丸亀市今津町19番地1

医療法人社団 十河皮膚科医院 37_香川県 丸亀市今津町535-1

医療法人社団 健童会 ほそだこどもク

リニック
37_香川県 丸亀市今津町726-5

医療法人社団 清風会 中山病院 37_香川県 丸亀市城西町2-1-3

香川労災病院 37_香川県 丸亀市城東町3-3-1

医療法人社団 丸亀おのクリニック 37_香川県 丸亀市新町2-13

医療法人社団 今田医院 37_香川県 丸亀市垂水町1342番地

医療法人社団 竹内耳鼻咽喉科医院 37_香川県 丸亀市川西町南422-12

医療法人社団 柴田整形外科クリニック 37_香川県 丸亀市川西町南422番10

医)良亜会 アイファミリークリニック 37_香川県 丸亀市川西町南826番地

ふたご山クリニック 37_香川県 丸亀市川西町北1360-1

瀬戸内クリニック 37_香川県 丸亀市川西町北188-1

辻松外科内科医院 37_香川県 丸亀市前塩屋町1丁目12番24号

アイ眼科医院 37_香川県 丸亀市中府町5-2-3

医療法人社団 岐山会 篠原記念病院 37_香川県 丸亀市中府町5丁目12番11号

にししょう小児科・内科医院 37_香川県 丸亀市津森町239-36

西紋病院 37_香川県 丸亀市津森町595番地

医療法人社団 厚仁会 厚仁病院 37_香川県 丸亀市通町133

はやし整形外科リハビリクリニック 37_香川県 丸亀市土器町西1-1441-1

こうの内科クリニック 37_香川県 丸亀市土器町西4丁目244番地

曽根クリニック 37_香川県 丸亀市土器町西7-222-5

医療法人社団 誠和会 中野外科胃腸科

医院
37_香川県 丸亀市土器町東3-617

医療法人社団 みずたに皮フ科 37_香川県 丸亀市土器町東3丁目254-2

介護老人保健施設あおのやま 37_香川県 丸亀市土器町東4-78

もりもとこどもクリニック 37_香川県 丸亀市土器町東4丁目713-5

三浦内科・みちこ小児科クリニック 37_香川県 丸亀市土器町東7丁目886

おおやま耳鼻咽喉科 37_香川県 丸亀市土器町東9丁目156番地

医療法人社団 杢保小児科医院 37_香川県 丸亀市飯山町川原972-1

整形外科・小児科 安藤医院 37_香川県 丸亀市福島町131

丸亀メンタルクリニックソフィア 37_香川県 丸亀市本町105-1-4F

岸本医院 37_香川県 丸亀市柞原町487
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石川整形外科クリニック 37_香川県 丸亀市葭町33

直島町立診療所 37_香川県 香川郡直島町2310-1

サンポート高松クリニック 37_香川県 高松市サンポート2-1 マリタイムプラザ2F

翼医院 37_香川県 高松市茜町16-12

医療法人社団 永井小児科医院 37_香川県 高松市茜町2番20号

医療法人社団 庵治整形外科・内科医院 37_香川県 高松市庵治町619

医療法人社団 マツオカ医院 37_香川県 高松市一宮町143-5

山内クリニック 37_香川県 高松市一宮町403-1

いなもと耳鼻咽喉科 37_香川県 高松市一宮町字荒1530-1

那須医院 37_香川県 高松市円座町1593番地

クワヤ病院 37_香川県 高松市塩屋町1-4

真弓内科呼吸器科医院 37_香川県 高松市塩上町2-2-6

はせ川内科循環器科医院 37_香川県 高松市屋島西町1736

香川県厚生農業協同組合連合会 屋島総

合病院
37_香川県 高松市屋島西町2105番17

医療法人社団 小林内科小児科医院 37_香川県 高松市屋島西町2485番地6

おだ整形外科医院 37_香川県 高松市花ノ宮町2-12-1

みのクリニック 37_香川県 高松市瓦町2丁目7-16 ソレイユ第三ビル4F

医療法人社団 和広会 伊達病院 37_香川県 高松市観光町588-8

オリーブ高松メディカルクリニック 37_香川県 高松市観光町649-8

えないメンタルクリニック 37_香川県 高松市観光町649-8

陽子レディースクリニック 37_香川県 高松市丸亀町1-1 高松丸亀町壱番街西館2階

榊原クリニック 37_香川県 高松市亀井町10-10

三好外科胃腸科医院 37_香川県 高松市亀田町226-1

八幡前三好医院 37_香川県 高松市宮脇町1丁目31-5

西高松キッズクリニック 37_香川県 高松市郷東町134-1

西高松脳外科・内科クリニック 37_香川県
高松市郷東町134-1 西高松メディカルビル

イーア2階

笠岡 腎・透析・泌尿器科クリニック 37_香川県 高松市郷東町148-3

医療法人社団 玉藻会 馬場病院 37_香川県 高松市郷東町580

高松平和病院 37_香川県 高松市栗林町1-4-1

独立行政法人地域医療機能推進機構 り

つりん病院
37_香川県 高松市栗林町3丁目5番9号

安西内科医院 37_香川県 高松市元山町1231-13

高田整形外科医院 37_香川県 高松市御厩町476

医療法人社団 なつめ会 美術館診療所 37_香川県 高松市香西東町433-1

高松ひまわり眼科 37_香川県 高松市香西本町1-1 イオンモール高松1階

かつが整形外科クリニック 37_香川県 高松市香西本町114-10
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内科・消化器内科 佐々木クリニック 37_香川県 高松市香川町浅野1030-1

医療法人社団 三心会 くにしげ内科小

児科医院
37_香川県 高松市香川町浅野137-1

医療法人社団 西原眼科医院 37_香川県 高松市香川町大野1325-1

東高松クリニック 37_香川県 高松市高松町2310-2

海部医院 37_香川県 高松市高松町2365番地

大内胃腸科眼科医院 37_香川県 高松市高松町2507-4

たつや耳鼻咽喉科 37_香川県 高松市高松町3006-21

山下医院 37_香川県 高松市国分寺町国分2155-3

タカオ整形外科医院 37_香川県 高松市国分寺町新居1518-64

白井内科医院 37_香川県 高松市国分寺町新名440-23

医療法人社団 有史会 高畠病院 37_香川県 高松市国分寺町新名500-1

本多内科医院 37_香川県 高松市今新町8-5

高松紺屋町クリニック 37_香川県 高松市紺屋町5-3

大西内科クリニック 37_香川県 高松市桜町2丁目7-12-501

医)安原クリニック 37_香川県 高松市三条町321-2

水尾医院 37_香川県 高松市三谷町1161-1

ひがさクリニック 37_香川県 高松市三谷町1697-14

医療法人社団 仁泉会 西岡医院 37_香川県 高松市寺井町1385-10

玉藻クリニック 37_香川県 高松市寿町1-4-3 高松中央通りビル4階

ハピネスこどもクリニック 37_香川県 高松市十川東町55-1

医療法人 仏生山クリニック 37_香川県 高松市出作町205-1

春日佐々木医院 37_香川県 高松市春日町1650-1

おおた小児科アレルギー科クリニック 37_香川県 高松市春日町466番地1

山崎内科呼吸器科医院 37_香川県 高松市春日町799番地1

医療法人社団 さんあいクリニック 37_香川県 高松市松縄町1005番地3

医療法人社団 田原内科医院 37_香川県 高松市松縄町41-5

西春日小児科医院 37_香川県 高松市松並町559-3

久米川病院 37_香川県 高松市新田町甲474-3

医療法人社団 泰平会 佐藤クリニック 37_香川県 高松市成合町726番地1

医療法人社団 そごうクリニック 37_香川県 高松市川島本町298番地

田渕医院 37_香川県 高松市扇町1-25-25

医療法人社団 内田眼科クリニック 37_香川県 高松市扇町2丁目1-7

まる耳鼻咽喉科 37_香川県 高松市多肥下町246-1

たけべ乳腺外科クリニック 37_香川県 高松市多肥下町365番地9

みつ内科・ハートクリニック 37_香川県
高松市多肥上町1111-1 多肥メディカルビル・

イーア2F

香川県済生会病院 37_香川県 高松市多肥上町1331-1
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医療法人社団 武田耳鼻咽喉科医院 37_香川県 高松市太田下町2355-5

高松e眼科 37_香川県 高松市太田下町2457-1

竹広小児科医院 37_香川県 高松市太田下町2462-3

ぶんご内科医院 37_香川県 高松市太田下町2463-6

木村耳鼻咽喉科医院 37_香川県 高松市太田上町420-1

筒井皮ふ科医院 37_香川県 高松市鍛冶屋町1-6

藤沢眼科 37_香川県 高松市檀紙町59-1

医療法人社団 高松脳神経外科・外科医

院
37_香川県 高松市檀紙町八幡1593-1

大塚整形外科医院 37_香川県 高松市中央町1-24

高塚クリニック整形外科耳鼻咽喉科 37_香川県 高松市中間町23-1

医療法人社団 藤沢こどもクリニック 37_香川県 高松市中間町49番地10

介護老人保健施設ハピネス 37_香川県 高松市中山町741-1

香川県立中央病院 37_香川県 高松市朝日町1-2-1

高松画像診断クリニック 37_香川県 高松市朝日町2丁目7番23号

医療法人社団 正眼会 加藤眼科医院 37_香川県 高松市天神前10-28

やまぐちクリニック 37_香川県 高松市天神前5-6 高松メディカルモール5F

一般財団法人 三宅医学研究所附属 三

宅リハビリテーション病院
37_香川県 高松市天神前5番5号

幡内科消化器科医院 37_香川県 高松市天神前6-18

医療法人社団 森岡皮膚科医院 37_香川県 高松市天神前8-14

田井メディカルクリニック 37_香川県 高松市田村町332-4

阿部内科クリニック 37_香川県 高松市藤塚町1-4-11

かとう整形外科 37_香川県 高松市楠上町1-5-31

医療法人社団 健悠会 りつりん皮フ科

クリニック
37_香川県 高松市楠上町2丁目3-15

医)裕和会 こじまクリニック 37_香川県 高松市楠上町2丁目3-15

医療法人社団 みやもとレディースクリ

ニック
37_香川県 高松市楠上町2丁目3-15

医療法人 讃楡会 高松にれクリニック 37_香川県 高松市番町2丁目10-6

多田羅内科クリニック 37_香川県 高松市番町3-3-1

形見医院 37_香川県 高松市番町4丁目8-25

医療法人社団 らく楽会 太田クリニッ

ク
37_香川県 高松市福岡町2丁目24-26

高松内視鏡診断クリニック 37_香川県 高松市福岡町4-28-30

佐々木内科クリニック 37_香川県 高松市福岡町4丁目2-1

医療法人社団 福田眼科医院 37_香川県 高松市仏生山町甲344-3

医療法人社団 仏生山 みぞぶち内科医院 37_香川県 高松市仏生山町甲691-1

仏生山駅前こだまクリニック 37_香川県 高松市仏生山町甲816-5
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高松市立みんなの病院 37_香川県 高松市仏生山町甲847番地1

三光病院 37_香川県 高松市牟礼町原883番地1

医療法人社団 しぶやこどもクリニック 37_香川県 高松市牟礼町牟礼2094-1

石井皮膚科医院 37_香川県 高松市木太町1323-1

医療法人社団 くろべクリニック 37_香川県 高松市木太町1335-4

高畠医院 37_香川県 高松市木太町1986番地

医療法人社団 光樹会 水谷内科クリ

ニック
37_香川県 高松市木太町3602-1

木太三宅病院 37_香川県 高松市木太町3836-7

和田産婦人科医院 37_香川県 高松市木太町4020-1

しみずこどもクリニック 37_香川県 高松市木太町5080-12

いとうクリニック 37_香川県 高松市木太町6区3238-7

(医)育林会 谷本医院 37_香川県 高松市林町1281番地

医療法人社団 仁和会 辻クリニック 37_香川県 高松市林町1501-1

さわ医院 37_香川県 高松市六条町481-1

医療法人社団 裕心会 あきた小児科ク

リニック
37_香川県 高松市六条町605番地5

福家内科クリニック 37_香川県 坂出市加茂町655-3

医療法人然 みのりクリニック 37_香川県
坂出市駒止町一丁目3-5 ライフスクエア坂出

1F

室田医院 37_香川県 坂出市元町2-9-15

医療法人社団 愛生会 上里医院 37_香川県 坂出市江尻町836番地5

社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回

生病院
37_香川県 坂出市室町三丁目5番28号

峯小児科医院 37_香川県 坂出市寿町3-4-10

医療法人社団 永井整形外科医院 37_香川県 坂出市川津町2730番地

坂出聖マルチン病院 37_香川県 坂出市谷町1丁目4番13号

小林内科胃腸科医院 37_香川県 坂出市富士見町1-10-10

なかの循環器内科クリニック 37_香川県 坂出市林田町875-5

医療法人社団 藤川医院 37_香川県 三豊市高瀬町羽方672-1

かしづかクリニック 37_香川県 三豊市高瀬町下勝間2324

白井病院 37_香川県 三豊市高瀬町上高瀬1339

三豊市立国保財田診療所 37_香川県 三豊市財田町財田上2141番地

しのはら医院 37_香川県 三豊市山本町財田西348-1

高井医院 37_香川県 三豊市山本町財田西377-4

大西医院 37_香川県 三豊市山本町大野2854-5

医療法人社団 今川内科医院 37_香川県 三豊市豊中町笠田竹田285-3

医療法人社団 小野医院(詫間町) 37_香川県 三豊市詫間町詫間6815-5
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藤沢医院 37_香川県 善通寺市金蔵寺町1249-1

医療法人 高樹会 ふじた医院 37_香川県 善通寺市上吉田町4-5-1

大杉脳神経外科医院 37_香川県 善通寺市大麻町2079-1

林医院 37_香川県 仲多度郡まんのう町岸上1638-30

医療法人 圭良会 永生病院 37_香川県 仲多度郡まんのう町買田221-3

医療法人社団 たけお会 岩佐病院 37_香川県 仲多度郡琴平町榎井775番地

浜田眼科医院 37_香川県 仲多度郡琴平町榎井873-3

氏家内科医院 37_香川県 仲多度郡多度津町京町3-13

ウツミ整形外科医院 37_香川県 仲多度郡多度津町道福寺132

中野小児科医院 37_香川県 仲多度郡多度津町道福寺13-5

三木医院 37_香川県 東かがわ市引田2270

医療法人社団 雅友愛会 太田病院 37_香川県 東かがわ市三本松1758

医療法人社団 田村内科医院 37_香川県 東かがわ市三本松353

山本内科クリニック 37_香川県 東かがわ市松原795

阪本病院 37_香川県 東かがわ市川東103-1

小児科内科三好医院 37_香川県 東かがわ市大谷813-1

近藤内科クリニック 37_香川県 東かがわ市町田697-1

鎌田医院 37_香川県 東かがわ市湊704番地

生協みき診療所 37_香川県 木田郡三木町氷上112-1

小西医院 37_香川県 木田郡三木町氷上221番地1

医療法人 春風会 樫村病院 37_香川県 木田郡三木町平木56-7

平田クリニック 38_愛媛県 西条市周布2172-1

西村皮膚科神経科神経内科 38_愛媛県 松山市三番町6-5-3

ひまわりこどもクリニック 38_愛媛県 松山市福音寺町3-8

医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック 38_愛媛県 松山市来住町1391-1

武智ひ尿器科・内科 38_愛媛県 伊予郡松前町恵久美711

むかいだ小児科 38_愛媛県 伊予郡松前町恵久美792-1

医療法人 松野内科クリニック 38_愛媛県 伊予郡松前町大間166-1

医療法人 おち内科循環器科 38_愛媛県 伊予郡松前町大溝508-12

医療法人 光佑会くろだ病院 38_愛媛県 伊予郡松前町大字神崎586番地

おひさまファミリークリニック 38_愛媛県 伊予郡松前町筒井399-1

たけだ内科クリニック 38_愛媛県 伊予郡松前町筒井947-7

河辺整形外科 38_愛媛県 伊予郡松前町浜858

友澤外科 38_愛媛県 伊予郡松前町北黒田173-1

山本クリニック 38_愛媛県 伊予郡砥部町宮内946

鎌井内科 38_愛媛県 伊予郡砥部町千足20-7

医療法人 誠志会 砥部病院 38_愛媛県 伊予郡砥部町麻生40-1

敬史整形外科 38_愛媛県 伊予市上野781-3
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たけます診療所 38_愛媛県 伊予市双海町上灘甲5350-16

西山眼科 38_愛媛県 伊予市灘町130-2

きはら整形外科 38_愛媛県 伊予市米湊815-1

宇山小児科 38_愛媛県 伊予市米湊字安広815番地6

ますだクリニック 38_愛媛県 宇和島市伊吹町甲1155-7

JCHO宇和島病院 38_愛媛県 宇和島市賀古町2-1-37

医療法人 河野整形外科クリニック 38_愛媛県 宇和島市丸ノ内3丁目1-1

溜尾整形外科 38_愛媛県 宇和島市吉田町東小路甲98-1

吉田病院 38_愛媛県 宇和島市吉田町北小路甲217

市立宇和島病院 38_愛媛県 宇和島市御殿町1番1号

上田小児科・外科 38_愛媛県 宇和島市広小路1-26

笹岡内科医院 38_愛媛県 宇和島市中央町2-3-17

くきた内科クリニック 38_愛媛県 宇和島市中沢町2-4-5

友松外科胃腸科 38_愛媛県 宇和島市鶴島町6番27号

岩城診療所 38_愛媛県 越智郡上島町岩城2123-1

医) 佐々木整形外科クリニック 38_愛媛県 喜多郡内子町五十崎甲1408-1

社会福祉法人恩賜財団 済生会小田診療

所
38_愛媛県 喜多郡内子町小田130番地

堀川外科胃腸科医院 38_愛媛県 喜多郡内子町内子1617

ひまわり眼科 38_愛媛県
今治市にぎわい広場1-1 イオンモール今治新

都市2階

社会福祉法人 恩賜財団済生会 今治病

院
38_愛媛県 今治市喜田村7丁目1番6号

医療法人 あおのクリニック 38_愛媛県 今治市菊間町浜1001番地

今治第一病院 38_愛媛県 今治市宮下町1丁目1-21

医療法人大樹会 今治南病院 38_愛媛県 今治市四村103-1

医療法人 補天会 光生病院 38_愛媛県 今治市室屋町3丁目2-10

医療法人 ムラシマ耳鼻咽喉科 38_愛媛県 今治市松本町1-7-14

(医)三省会 村上病院 38_愛媛県 今治市常盤町5-3-37

井出内科 38_愛媛県 今治市常盤町7-3-6

医療法人 天楽会 三木病院 38_愛媛県 今治市泉川町1丁目3番45号

高山内科病院 38_愛媛県 今治市大正町3-5-8

まつもとクリニック 38_愛媛県 今治市大正町3-6-10

近松内科 38_愛媛県 今治市大正町3-6-12

大西クリニック 38_愛媛県 今治市大西町紺原甲827-1

消化器科久保病院 38_愛媛県 今治市内堀一丁目1-19

鈴木耳鼻咽喉科 38_愛媛県 今治市南大門町2-2-3

医療法人 仁明会  内科・消化器科  羽

鳥病院
38_愛媛県 今治市南宝来町3丁目2番地3
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医療法人 厚仁会 波方中央病院 38_愛媛県 今治市波方町樋口甲1683番地1

小澤外科循環器科 38_愛媛県 今治市馬越町四丁目3番10号

医療法人 喜多嶋診療所 38_愛媛県 今治市伯方町木浦甲3449

鈴木病院 38_愛媛県 今治市別宮町2丁目1番地5

今治市医師会市民病院 38_愛媛県 今治市別宮町7丁目1-40

吉正整形外科 38_愛媛県 今治市別宮町7丁目2-60

医療法人 隆典会 片木脳神経外科 38_愛媛県 今治市別名274番地

いまおか内科クリニック 38_愛媛県 今治市北高下町2丁目1-48

みぶ小児科 38_愛媛県 今治市北宝来町3丁目1-27

丹皮ふ科 38_愛媛県 今治市末広町3-4-12

真部クリニック 38_愛媛県 今治市矢田甲7番地1

医療法人 かとう内科 38_愛媛県 今治市立花町1丁目10番5号

日浅産婦人科医院 38_愛媛県 今治市立花町3-7-30

みよし循環器クリニック 38_愛媛県 四国中央市寒川町1181-1

生協宇摩診療所 38_愛媛県 四国中央市寒川町2912-1

特定医療法人 明生会 ⾧谷川病院 38_愛媛県 四国中央市金生町下分1249番地1

井上整形外科クリニック 38_愛媛県 四国中央市金生町山田井1223

岸田メディカルクリニック 38_愛媛県 四国中央市妻鳥町1506-1

すずき眼科クリニック 38_愛媛県 四国中央市妻鳥町1626-1

さおの森歯科クリニック 38_愛媛県 四国中央市妻鳥町2099-15

医療法人 愛生会 井上整形外科医院 38_愛媛県 四国中央市三島中央5丁目5-8

石川クリニック 38_愛媛県 四国中央市上分町732-1

社会医療法人石川記念会HITO病院 38_愛媛県 四国中央市上分町788番地1

眞鍋医院 38_愛媛県 四国中央市川之江町1297番地

山口クリニック 38_愛媛県 四国中央市川之江町1640-1

ふじえだファミリークリニック 38_愛媛県 四国中央市中曽根町5074

くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリ

ニック
38_愛媛県 四国中央市中之庄町284の4

医療法人 あんどう整形外科 38_愛媛県 四国中央市土居町小林1206

青野医院 38_愛媛県 四国中央市土居町津根田鍬1906-1

福井耳鼻咽喉科クリニック 38_愛媛県 松山市安城寺町523-1

のびのびこどもクリニック 38_愛媛県 松山市衣山1-188

衣山クリニック 38_愛媛県 松山市衣山2丁目2-25

明星クリニック 38_愛媛県 松山市井門町462-1

遠藤内科医院 38_愛媛県 松山市永代町3番地4

山形耳鼻咽喉科 38_愛媛県 松山市会津町11-23

久保内科循環器クリニック 38_愛媛県 松山市鴨川1-2-11

医療法人 久保内科 38_愛媛県 松山市鴨川1-2-11

久米窪田クリニック 38_愛媛県 松山市久米窪田町1147
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河村耳鼻咽喉科クリニック 38_愛媛県 松山市久米窪田町1170-1

日野整形外科医院 38_愛媛県 松山市宮田町9-1

しげまつ内科クリニック 38_愛媛県 松山市居相1-10-20

ローズペインクリニック 38_愛媛県 松山市空港通4丁目7番2号

桑原内科麻酔科 38_愛媛県 松山市桑原2-8-18

児玉小児科医院 38_愛媛県 松山市桑原4-13-24

医療法人 光信会 沢原産婦人科皮フ科 38_愛媛県 松山市古三津5丁目4-34

たぼ麻酔科クリニック 38_愛媛県 松山市古川北3丁目19-5

石手内科 38_愛媛県 松山市紅葉町2-16

こざわ耳鼻咽喉科医院 38_愛媛県 松山市高岡町428-4

医療法人 岩﨑内科 38_愛媛県 松山市高砂町1-3-9

医療法人 順風会 順風会健診センター 38_愛媛県 松山市高砂町2丁目3番1号

岡本外科整形外科 38_愛媛県 松山市高木町255-1

富永ペインクリニック 38_愛媛県 松山市此花町7-33

三番町SAORI皮膚科 38_愛媛県 松山市三番町1-7-4

医療法人聖愛会 ベテル三番町クリニッ

ク
38_愛媛県 松山市三番町3丁目4-12

医療法人 石丸小児科 38_愛媛県 松山市三番町6丁目5の1

医療法人 岡本耳鼻咽喉科小児科 38_愛媛県 松山市山越2-1-30

渡辺泌尿器科内科 38_愛媛県 松山市山越町445-1

(医療法人)小田ひ尿器科・ふみこ皮フ

科
38_愛媛県 松山市枝松6-12-10

福井内科呼吸器科クリニック 38_愛媛県 松山市鹿峰99-1

医療法人 聖愛会 松山ベテル病院 38_愛媛県 松山市祝谷6丁目1229

愛媛県立中央病院 38_愛媛県 松山市春日町83

村上循環器科 38_愛媛県 松山市勝山町2-7-2

あさの胃腸内科クリニック 38_愛媛県 松山市小坂3-3-26

徳山内科 38_愛媛県 松山市松ノ木1丁目7-11

医療法人 川谷整形外科 38_愛媛県 松山市常竹甲379-1

医療法人 友愛医院 38_愛媛県 松山市水泥町90-1

医療法人 鶯友会 牧病院 38_愛媛県 松山市菅沢町甲1151-1

越智クリニック 38_愛媛県 松山市清水町1-8-25

くす小児科 38_愛媛県 松山市西⾧戸町274番地2

山岡整形外科 38_愛媛県 松山市西⾧戸町275-1

医療法人 さくらクリニック 38_愛媛県
松山市千舟町5丁目2-6 共栄興産千舟町第3ビ

ル9階

笹木眼科 38_愛媛県 松山市千舟町5丁目3番地2

和気クリニック 38_愛媛県 松山市太山寺町1117-1

大手町クリニック 38_愛媛県 松山市大手町一丁目4-1
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たけだ泌尿器科クリニック 38_愛媛県 松山市鷹子町222-1

中西内科医院 38_愛媛県 松山市築山町8-17

喜多岡整形外科クリニック 38_愛媛県 松山市竹原2-12-7

あずま泌尿器科クリニック 38_愛媛県 松山市竹原町1丁目10-10

村上胃腸内科クリニック 38_愛媛県 松山市竹原町1丁目6-5

医療法人社団 近藤内科 38_愛媛県 松山市中野町甲404

医療法人 仁友会 南松山病院 38_愛媛県 松山市朝生田町一丁目3番10号

医療法人 順風会 天山病院 38_愛媛県 松山市天山2丁目3番30号

土橋共立病院 38_愛媛県 松山市土橋町3番1

藏原放射線科 38_愛媛県 松山市東雲町4-8

鎌田リウマチ・整形外科 38_愛媛県 松山市東垣生町173番地1

星の岡心臓・血管クリニック 38_愛媛県 松山市東石井1丁目5-5

たきした耳鼻咽喉科 38_愛媛県 松山市東石井3丁目3番8号

カメリア内科・糖尿病内科クリニック 38_愛媛県 松山市東石井5丁目7-22

たんげ内科クリニック 38_愛媛県 松山市東石井7丁目8番26号

医療法人 富田外科・胃腸科 38_愛媛県 松山市東野2-2-5

松山市医師会診療所 38_愛媛県 松山市藤原2丁目4番70号

田渕内科医院 38_愛媛県 松山市道後今市10-33

医療法人 桑折皮膚科・内科 38_愛媛県 松山市道後北代2-24

医療法人 山中内科・消化器内科クリ

ニック
38_愛媛県 松山市内宮町558-1

相原整形外科 38_愛媛県 松山市南久米町550番地1

中田胃腸科放射線科 38_愛媛県 松山市南久米町563

国立病院機構四国がんセンター 38_愛媛県 松山市南梅本町甲160番

福岡内科クリニック 38_愛媛県 松山市二番町3-10-2

上甲整形外科 38_愛媛県 松山市福音寺町26-1

にのみや消化器科内科小児科 38_愛媛県 松山市平井町甲3236-1

北上靖博整形外科 38_愛媛県 松山市平井町甲1422-1

平和通心療内科 38_愛媛県 松山市平和通1丁目5-21

末光耳鼻咽喉科 38_愛媛県 松山市平和通1丁目5-35

福原内科医院 38_愛媛県 松山市保免上2丁目3-10

芳村小児科医院 38_愛媛県 松山市保免西1-2-1

整形外科尾形クリニック 38_愛媛県 松山市北久米町38番8

医療法人 高橋医院 38_愛媛県 松山市北条辻1377番地1号

医療法人 田中医院 38_愛媛県 松山市北条辻267-5

医療法人 本町クリニック 内科・循環

器科
38_愛媛県 松山市本町6丁目6-7

松山笠置記念心臓血管病院 38_愛媛県 松山市末広町18-2
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矢野内科クリニック 38_愛媛県 松山市末町甲15-1

味酒心療内科 38_愛媛県 松山市味酒町2-9-9

武田産婦人科医院 38_愛媛県 松山市木屋町1-5-14

城北耳鼻咽喉科 38_愛媛県 松山市木屋町3丁目11-4

介護老人保健施設海辺の郷 38_愛媛県 松山市柳原739

山口耳鼻咽喉科クリニック 38_愛媛県 松山市余戸中1丁目2-1

日野内科・消化器科 38_愛媛県 松山市余戸東5丁目2-5

医療法人同仁会 おおぞら病院 38_愛媛県 松山市六軒家町4-20

平井こどもクリニック 38_愛媛県 松山市和気町1丁目714-3

みかわクリニック 38_愛媛県 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地

新谷ウィメンズクリニック 38_愛媛県 新居浜市一宮町1-12-56

医療法人 住友別子病院 38_愛媛県 新居浜市王子町3番1号

十全ユリノキ病院 38_愛媛県 新居浜市角野新田町1-1-28

伊藤整形外科クリニック 38_愛媛県 新居浜市郷1-15-20

たに脳神経外科・内科・ものわすれク

リニック
38_愛媛県 新居浜市郷2丁目1-10

高津診療所 38_愛媛県 新居浜市高津町3番20号

いまなかクリニック 38_愛媛県 新居浜市高田1-1-3

みやもと眼科クリニック 38_愛媛県 新居浜市坂井町3-6-26

新居浜協立病院 38_愛媛県 新居浜市若水町1丁目7-45

いしづち眼科 38_愛媛県 新居浜市庄内町1-8-30

新田診療所 38_愛媛県 新居浜市新田町1丁目9-9

愛媛医療生活協同組合 泉川診療所 38_愛媛県 新居浜市瀬戸町1-2

井石内科医院 38_愛媛県 新居浜市西原町1丁目1-65

かとうクリニック 38_愛媛県 新居浜市船木4322番地2

(医)胃腸科内科 松村クリニック 38_愛媛県 新居浜市中筋町2-1-1

循環器科 林病院 38_愛媛県 新居浜市中西町6-46

上田医院 38_愛媛県 新居浜市中村2-8-58

ひらた耳鼻咽喉科 38_愛媛県 新居浜市中村松木1-12-6

医療法人 たなか内科クリニック 38_愛媛県 新居浜市中萩町1-38

吉松外科胃腸科 38_愛媛県 新居浜市田所町3-5

山本小児科クリニック 38_愛媛県 新居浜市徳常町9-19

田所耳鼻咽喉科 38_愛媛県 新居浜市徳常町9-26

独立行政法人 労働者健康安全機構 愛

媛労災病院
38_愛媛県 新居浜市南小松原町13番27号

新居浜医療福祉生活共同組合中萩診療

所
38_愛媛県 新居浜市萩生1061

一般社団法人 積善会 十全総合病院 38_愛媛県 新居浜市北新町1-5

田坂外科医院 38_愛媛県 新居浜市北内町一丁目2番7号
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壬生川耳鼻咽喉科 38_愛媛県 西条市円海寺18番3

医療法人 としもり内科 38_愛媛県 西条市下島山甲1264番地4

サカタ産婦人科 38_愛媛県 西条市下島山甲1453

坂根医院 38_愛媛県 西条市喜多川438-4

髙橋こどもクリニック 38_愛媛県 西条市朔日市313-5

西条中央病院 38_愛媛県 西条市朔日市804番地

松田循環器科内科 38_愛媛県 西条市三津屋南13-50

医療法人社団 門の内会 渡部病院 38_愛媛県 西条市周布331番地1

いしづちやまクリニック 38_愛媛県 西条市周布921

中村医院 38_愛媛県 西条市上市甲8-1

医療法人 松本整形外科 38_愛媛県 西条市神拝甲498-2

宮島小児科医院 38_愛媛県 西条市大町710-2

社会医療法人 社団更生会 村上記念病

院
38_愛媛県 西条市大町739

和田内科・皮膚科 38_愛媛県 西条市大町84-15

あおの循環器科 38_愛媛県 西条市丹原町今井273-1

やまもと眼科クリニック 38_愛媛県 西条市丹原町池田109-4

医療法人 小林耳鼻咽喉科クリニック 38_愛媛県 西条市丹原町池田109-5

医療法人 伊藤医院 38_愛媛県 西条市飯岡1292

西条道前病院 38_愛媛県 西条市飯岡地蔵原3290-1

もりざね耳鼻咽喉科 38_愛媛県 西条市樋之口436-12

医療法人愛寿会 西条愛寿会病院 38_愛媛県 西条市福武字蔵尾甲158番地の1

田渕外科 38_愛媛県 西条市北条1658-1

二宮医院 38_愛媛県 西予市宇和町卯之町2-18

かどた医院 38_愛媛県 西予市宇和町卯之町240-1

井上眼科 38_愛媛県 西予市宇和町卯之町4丁目393

若宮診療所 38_愛媛県 西予市宇和町下松葉140-58

西予市国民健康保険二及・周木診療所 38_愛媛県 西予市三瓶町周木6-229-1

三瓶病院 38_愛媛県 西予市三瓶町朝立2-1-18

あじき医院 38_愛媛県 西予市明浜町高山甲3630番地

おか医院 38_愛媛県 西予市野村町阿下7-17-1

整形外科井関医院 38_愛媛県 西予市野村町野村11-110

宇都宮内科 38_愛媛県 西予市野村町野村11-428

てらおか内科クリニック 38_愛媛県 大洲市若宮497

井関クリニック 38_愛媛県 大洲市新谷町甲306番地

よしもとレディースクリニック 38_愛媛県 大洲市東若宮14-14

大洲ななほしクリニック 38_愛媛県 大洲市東若宮16-2

東若宮 中川脳神経外科クリニック 38_愛媛県 大洲市東若宮8番地7
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西原耳鼻咽喉科 38_愛媛県 大洲市東大洲140番地1

東大洲城戸眼科 38_愛媛県 大洲市東大洲149-2

かわばた産婦人科 38_愛媛県 大洲市東大洲230番地2

ごとう小児科 38_愛媛県 大洲市東大洲74-2

医療法人 恕風会 大洲記念病院 38_愛媛県 大洲市徳森1512番地1

みやうち医院 38_愛媛県 大洲市徳森2217-11

菊原医院 38_愛媛県 大洲市八多喜町甲97-1

西本整形外科 38_愛媛県 東温市田窪303-1

生島眼科 38_愛媛県 東温市野田2丁目103-3

いのうえ小児科 38_愛媛県 東温市野田2丁目485番地1

粉川ファミリークリニック 38_愛媛県 南宇和郡愛南町城辺甲86

よりみつ眼科 38_愛媛県 八幡浜市1227-3

旭町内科クリニック 38_愛媛県 八幡浜市旭町3丁目1510-73

守口小児科 38_愛媛県 八幡浜市産業通13-5

宝道医院 38_愛媛県 八幡浜市昭和通1455

にしむら整形外科 38_愛媛県 八幡浜市昭和通1510-139

富本小児科内科 38_愛媛県 板野郡藍住町東中富字東傍示1-3

浜病院 38_愛媛県 板野郡藍住町矢上字北分95

医療法人 岡宮眼科 38_愛媛県 北宇和郡⿁北町近永1489-1

篠原医院 38_愛媛県 北宇和郡⿁北町近永1517-3

⿁北町立北宇和病院 38_愛媛県 北宇和郡⿁北町近永455-1

大野内科医院 38_愛媛県 北宇和郡⿁北町近永618番地

中芸クリニック 39_高知県 安芸郡田野町2145

宮田内科 39_高知県 安芸郡奈半利町乙2658-1

津田クリニック 39_高知県 安芸市庄之芝町9-34

森澤病院 39_高知県 安芸市本町2-13-32

医療法人 巧会 つつい脳神経外科 39_高知県 安芸市本町2丁目2-1

博仁会 尾木医院 39_高知県 安芸市本町3丁目10-30

いの町立国民健康保険仁淀病院 39_高知県 吾川郡いの町1369

西村整形外科医院 39_高知県 吾川郡いの町256番地

医療法人 光生会 森木病院 39_高知県 吾川郡いの町3674番地

宮内医院 39_高知県 吾川郡いの町新町29-2

医療法人 慶誠会 高岡内科 39_高知県 吾川郡いの町新町86

石川記念病院 39_高知県 吾川郡いの町波川77番地

安部病院 39_高知県 吾川郡仁淀川町岩丸102

医療法人魁 山北内科リハビリクリニッ

ク
39_高知県 香南市香我美町山北1304-1

北村産婦人科 { 産婦人科・小児科・心

療内科・総合科 }
39_高知県 香南市野市町西野551-3
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医療法人 藤田整形外科 39_高知県 香南市野市町東野169-1

医療法人 敬善会 前田メディカルクリ

ニック
39_高知県 香美市香北町美良布1516-3

さくら香美クリニック 39_高知県 香美市土佐山田町117-13

佐野内科リハビリテーションクリニッ

ク
39_高知県 香美市土佐山田町東本町3丁目2番41号

医療法人 岩河会 岩河整形外科 39_高知県 香美市土佐山田町百石町2丁目4-20

医療法人 社団 若鮎 北島病院 39_高知県 高岡郡越知町越知甲1662番地

岡本内科 39_高知県 高岡郡越知町越知甲1678

クリニック土佐久礼 39_高知県 高岡郡中土佐町久礼6728-1

寺尾内科クリニック 39_高知県 高知市はりまや町1-5-33 土電ビル4F

谷岡内科小児科 39_高知県 高知市はりまや町3-21-17

織田医院 39_高知県 高知市愛宕山100

高島整形外科内科 39_高知県 高知市愛宕町1-2-20

医療法人 新松田会 愛宕病院 39_高知県 高知市愛宕町1丁目1-13

(医)壮正会 カジハラ耳鼻咽喉科 39_高知県 高知市愛宕町2丁目22番12号

医療法人 悠仁会 高橋病院 39_高知県 高知市愛宕町3-9-20

えだしげ整形外科 39_高知県 高知市伊勢崎町13-13

浅井産婦人科・内科 39_高知県 高知市一宮東町1-7-7

松岡クリニック 39_高知県 高知市横内454番地

医療法人安岡会 横浜ニュータウン内科 39_高知県 高知市横浜新町4丁目2315

けら小児科アレルギー科 39_高知県 高知市介良352-1

高知厚生病院 39_高知県 高知市葛島1-9-50

医療法人 成仁会 快聖クリニック 39_高知県 高知市鴨部1085-1

医療法人アーク・ケア かもだの診療所 39_高知県 高知市鴨部2丁目1-16

高知市休日夜間急患センター・平日夜

間小児急患センター
39_高知県

高知市丸ノ内1丁目7-45 高知市総合あんしん

センター内

小谷放射線科・内科 39_高知県 高知市吉田町2-8

高須どい産婦人科 39_高知県 高知市高須2丁目18-17

医療法人 康仁会 はまだ産婦人科 39_高知県 高知市高須3-1-28

青木脳神経外科形成外科 39_高知県 高知市高須新町1丁目6-26

医療法人 島崎健やか会 島崎クリニッ

ク
39_高知県 高知市桟橋通2丁目12番5号

木村病院 39_高知県 高知市寿町8-8

みなみが丘ポラリスクリニック 39_高知県 高知市春野町南ヶ丘1-4-1

春野うららかクリニック 39_高知県 高知市春野町南ヶ丘7丁目16

猿田皮膚科診療所 39_高知県 高知市升形4-25
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浅井内科 39_高知県 高知市升形8-2

上町病院・上町病院介護医療院 39_高知県 高知市上町1-7-34

医療法人 三和会 国吉病院 39_高知県 高知市上町1丁目3番4号

アズマ耳鼻咽喉科・アレルギー科 39_高知県 高知市上町2丁目2-16

医療法人 伊野部会 高知整形・脳外科

病院
39_高知県 高知市上町4丁目7番20号

クリニックグリーンハウス 39_高知県 高知市上町一丁目7-1

ながの内科クリニック 39_高知県 高知市新田町14-31

医療法人弘仁会 岡林病院 39_高知県 高知市神田598

おがわハートクリニック 39_高知県 高知市神田840-1

レディスクリニックコスモス 39_高知県 高知市杉井流6番27号

内科・小児科つむぎ診療所 39_高知県 高知市瀬戸1-2-58

梅原産科婦人科 39_高知県 高知市瀬戸南町2-1-10

かっとう耳鼻科 39_高知県 高知市瀬戸南町2-3-2

医療法人 野並会 高知病院 39_高知県 高知市相生町1-35

島本病院 39_高知県 高知市帯屋町2-6-3

高松内科クリニック 39_高知県 高知市大川筋2丁目5-48

つつみ内科胃腸クリニック 39_高知県 高知市知寄町1-6-34

原脳神経外科 39_高知県 高知市中水道8-1

特定医療法人 仁泉会 朝倉病院 39_高知県 高知市朝倉丙1653-12

横田胃腸科内科 39_高知県 高知市潮新町1丁目16-10

「医」ふたつやま会 二山整形外科 39_高知県 高知市潮新町1丁目6-30

医療法人恕泉会  内田脳神経外科 39_高知県 高知市塚ノ原37

医療法人高潮会 潮江高橋病院 39_高知県 高知市土居町9番18号

福田心臓・消化器内科 39_高知県 高知市東秦泉寺67番地1

医療法人博栄会 お日さまクリニック 39_高知県 高知市南川添23-7

医療法人防治会 梅ノ辻クリニック 39_高知県 高知市梅ノ辻 8-7

大川内科 39_高知県 高知市萩町1丁目6-52

医療法人 仁栄会 島津病院 39_高知県 高知市比島町4丁目6番22号

ふないキッズクリニック 39_高知県 高知市北新田町9-10

医療法人 国見会 国見産婦人科 39_高知県 高知市本町4-2-30

医療法人 平田会 平田病院 39_高知県 高知市本町5丁目4-23

特定医療法人 竹下会 竹下病院 39_高知県 高知市与力町3番8号

塩見クリニック 39_高知県 高知市六泉寺町87-5

岩﨑胃腸科内科 39_高知県 高知市薊野東町9-32

中村クリニック・大方クリニック 39_高知県 四万十市中村大橋通7-1-10

四万十市立市民病院 39_高知県 四万十市中村東町1丁目1番27号

高知高須病院室戸クリニック 39_高知県 室戸市室津1

むろとぴあ医院 39_高知県 室戸市浮津60-1
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医療法人 祥星会 聖ヶ丘病院 39_高知県 宿毛市押ノ川1196番地

いなげ胃腸科内科 39_高知県 宿毛市高砂33-17

特定医療法人 ⾧生会 大井田病院 39_高知県 宿毛市中央8丁目3番6号

医療法人須崎会 高陵病院 39_高知県 須崎市横町1番28号

医療法人 仁栄会 島津クリニック 39_高知県 須崎市西古市町3-15

医療法人 南江会 一陽病院 39_高知県 須崎市赤崎町9-3

ネオリゾートちひろ病院 39_高知県 須崎市中町1-6-25

大田口医院 39_高知県 ⾧岡郡大豊町船戸60-2

高橋医院 39_高知県 ⾧岡郡大豊町大滝498

医療法人 十全会 早明浦病院 39_高知県 土佐郡土佐町田井1372

なかの内科・胃腸科 39_高知県 土佐市宇佐町宇佐456-3

医療法人 広正会 井上病院 39_高知県 土佐市高岡町甲2044

橋本外科胃腸科内科 39_高知県 土佐市高岡町甲750-1

石黒小児科 39_高知県 土佐市高岡町丙46-1

ひろせ整形外科リハビリテーションク

リニック
39_高知県 土佐市蓮池1004番地1

伊与木クリニック 39_高知県 土佐市蓮池1227-5

足摺病院 39_高知県 土佐清水市旭町18番71号

医療法人 地塩会 南国中央病院 39_高知県 南国市後免町3丁目1-27

田村こどもクリニック 39_高知県 南国市篠原1459-1

医療法人つくし会 南国病院 39_高知県 南国市大そね甲1479-3

南国厚生病院 39_高知県 南国市立田1180

たかはし内科小児科 39_高知県 南国市緑ヶ丘2丁目1715

楽生会)松口循環器科内科医院 40_福岡県 飯塚市楽市131-1

医療法人 蘇芳会 菊池医院 40_福岡県 うきは市吉井町新治363-5

医療法人 井上眼科病院 40_福岡県 うきは市吉井町清瀬113-1

医療法人 久和会 久保山整形外科リウ

マチクリニック
40_福岡県 うきは市吉井町生葉784-1

うきは眼科 40_福岡県 うきは市吉井町生葉797-1

医療法人 安元医院 40_福岡県 うきは市浮羽町朝田34-2

医療法人 森クリニック 40_福岡県 福岡市博多区下川端町8-16

ひのき診療所 40_福岡県 福岡市南区桧原7丁目2-6

医療法人 康栄会 菅医院 内科呼吸器科 40_福岡県 福岡市早良区四箇6-14-5

医療法人 江の浦医院 40_福岡県 みやま市高田町江浦町526番地

社会医療法人 弘恵会 ヨコクラ病院 40_福岡県 みやま市高田町濃施480-2

石橋眼科医院 40_福岡県 みやま市瀬高町下庄1506-1

たなか皮ふ科クリニック 40_福岡県 みやま市瀬高町上庄744-3

田中内科医院 40_福岡県 みやま市瀬高町上庄745

616 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人 明日香会 あだち医院 40_福岡県 みやま市瀬高町太神834の2

特定医療法人 幸明会 船小屋病院 40_福岡県 みやま市瀬高町⾧田1604

医療法人 菊地医院 40_福岡県 鞍手郡小竹町御徳1972-2

加来医院 40_福岡県 鞍手郡小竹町勝野3547-2

医療法人 嘉村整形外科医院 40_福岡県 遠賀郡遠賀町今古賀649-1

いまこが眼科 40_福岡県 遠賀郡遠賀町松の本2-19-25

医療法人 元木皮ふ科クリニック 40_福岡県 遠賀郡遠賀町松の本5丁目1-10

宮地子どもクリニック 40_福岡県 遠賀郡遠賀町松の本7-1-21

医療法人 羅寿久会 浅木病院 40_福岡県 遠賀郡遠賀町浅木二丁目30番1号

健愛記念病院 40_福岡県 遠賀郡遠賀町大字木守1191番地

くわのキッズクリニック 40_福岡県 遠賀郡岡垣町海老津2-7-6

医療法人 加藤医院 40_福岡県 遠賀郡岡垣町海老津駅前11番14号

公園通りクリニック 40_福岡県 遠賀郡岡垣町公園通り1-1-12

医療法人 成晴会 高倉クリニック 40_福岡県 遠賀郡岡垣町公園通り1丁目7番1号

やかべ眼科クリニック 40_福岡県 遠賀郡岡垣町公園通り3-1-33

医療法人 恵結会 やまがたクリニック 40_福岡県 遠賀郡岡垣町公園通り3-1-37

田中ひろし小児内科医院 40_福岡県 遠賀郡岡垣町高倉677-1

遠賀中間医師会おかがき病院 40_福岡県 遠賀郡岡垣町手野145

松寿会 松永整形外科医院 40_福岡県 遠賀郡岡垣町中央台3-1-15

徳永眼科医院 40_福岡県 遠賀郡岡垣町中央台3-1-6

医療法人 柴山クリニック 40_福岡県 遠賀郡岡垣町中央台3丁目5番2号

医療法人 成晴会 堤病院 40_福岡県 遠賀郡岡垣町鍋田2丁目1-1

こうけつ眼科医院 40_福岡県 遠賀郡水巻町吉田東2-13-15

入江整形外科医院 40_福岡県 遠賀郡水巻町頃末南1-5-12

医療法人 清澄会 水巻クリニック 40_福岡県 遠賀郡水巻町頃末南3-13-5

うちわ内科クリニック 40_福岡県 遠賀郡水巻町頃末北4-2-30

はら耳鼻咽喉科 40_福岡県 遠賀郡水巻町頃末北4-7-3

浦野のりこ整形外科医院 40_福岡県 遠賀郡水巻町頃末北4丁目2-8

医療法人つだ小児科医院 40_福岡県 遠賀郡水巻町梅ノ木団地1-80

福岡新水巻病院 40_福岡県 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1

桂川腎クリニック 40_福岡県 嘉穂郡桂川町瀬戸148-1

きはら内科消化器科医院 40_福岡県 嘉穂郡桂川町土師赤水2199-11

大塚内科クリニック 40_福岡県 嘉麻市下臼井1082番地115

医)杏友会 馬郡医院 40_福岡県 嘉麻市鴨生192

いわみハートクリニック 40_福岡県 嘉麻市鴨生22-5

医療法人ユーアイ 西野病院 40_福岡県 嘉麻市鴨生532番地

有松病院 40_福岡県 嘉麻市鴨生824

大森外科医院 40_福岡県 嘉麻市漆生1579-1

医療法人 金丸医院 40_福岡県 嘉麻市漆生1603番地
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嘉麻赤十字病院 40_福岡県 嘉麻市上山田1237番地

医療法人遊心会大塚病院 山田の大塚医

院
40_福岡県 嘉麻市上山田1440-7

佐谷医院 40_福岡県 嘉麻市飯田1-2

吉国医院 40_福岡県 嘉麻市飯田157

医療法人 松岡会 松岡病院 40_福岡県 久留米市安武町住吉1766

社会医療法人 天神会 古賀病院21 40_福岡県 久留米市宮ノ陣三丁目3番8号

JCHO久留米総合病院 40_福岡県 久留米市櫛原町21

独立行政法人地域医療機能推進機構 久

留米総合病院
40_福岡県 久留米市櫛原町21番地

天寿堂医院 40_福岡県 久留米市御井町1672-1

あらき耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 久留米市御井町2022-1

岡部医院 40_福岡県 久留米市荒木町荒木1318

亀尾医院 40_福岡県 久留米市荒木町荒木1950-1

岡田医院 40_福岡県 久留米市荒木町白口1766-11

医療法人 社団 聖風園 半井病院 40_福岡県 久留米市高良内町4472

きたがわ整形クリニック 40_福岡県 久留米市合川町323-1

合川さかもと内科 40_福岡県 久留米市合川町432-1

杉田眼科医院 40_福岡県 久留米市国分町1081-4

医療法人 いのくち医院 40_福岡県 久留米市国分町1517-4

ハイジア内科 40_福岡県 久留米市三潴町玉満2270-2

医療法人 白壽会 安本病院 40_福岡県 久留米市三潴町玉満2371

耳納・日髙整形外科医院 40_福岡県 久留米市山川町1659

池田眼科クリニック 40_福岡県 久留米市上津1-2-22

萬年内科 40_福岡県 久留米市城島町江上上184

富田病院 40_福岡県 久留米市城島町四郎丸261

寺崎医院 40_福岡県 久留米市城島町城島252-2

原口医院 40_福岡県 久留米市城島町城島33-2

槇眼科医院 40_福岡県 久留米市城南町12-45

社会医療法人社団高野会 くるめ病院 40_福岡県 久留米市新合川2丁目2-18

医療法人 桜康会 三宮整形外科医院 40_福岡県 久留米市諏訪野町1775-2

医療法人 古賀整形外科医院 40_福岡県 久留米市諏訪野町2-7

城皮膚科・形成外科 40_福岡県 久留米市西町1173-9

医療法人おだ内科医院 40_福岡県 久留米市西町153-23

安達医院 40_福岡県 久留米市西町921-14

たがみ医院 40_福岡県 久留米市青峰2丁目25-3

やの医院 40_福岡県 久留米市善導寺町与田392-1

なご整形外科 40_福岡県 久留米市大橋町合楽534-1
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医療法人朋仁会 藤吉内科消化器科医院 40_福岡県 久留米市大善寺南1-14-1

医療法人司有会 宮原泌尿器科クリニッ

ク
40_福岡県 久留米市大木町大字八町牟田983

医療法人 音成脳神経内科・内科クリ

ニック
40_福岡県 久留米市中央町38-17

田中地平小児科医院 40_福岡県 久留米市津福今町128-5

田中外科胃腸科クリニック 40_福岡県 久留米市津福今町197-1

聖マリア病院 40_福岡県 久留米市津福本町422

医療法人 田山メディカルクリニック 40_福岡県 久留米市津福本町60-3

社会福祉法人 慈愛会 医療福祉セン

ター聖ヨゼフ園
40_福岡県 久留米市津福本町68-6

新古賀クリニック 40_福岡県 久留米市天神町106番地1

新古賀病院 40_福岡県 久留米市天神町120番地

⾧井小児科医院 40_福岡県 久留米市天神町127番地2

原田小児科内科医院 40_福岡県 久留米市田主丸町以真恵436-1

くまがえクリニック 40_福岡県 久留米市田主丸町田主丸560-10

ひまわりクリニック 40_福岡県
久留米市東町38-22 ニューフタマタ第5ビル2

階

医療法人 日高整形外科病院 40_福岡県 久留米市藤山町1644-5

河田産婦人科 40_福岡県 久留米市梅満町955-1

壽光会 蒲池医院 40_福岡県 久留米市北野町今山129-2

田中内科医院 40_福岡県 久留米市北野町今山639-5

熊谷医院 40_福岡県 久留米市北野町八重亀194

萩尾耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 久留米市北野町八重亀90-1

医療法人 吉武泌尿器科医院 40_福岡県 久留米市野中町866-16

ひふ科いのうクリニック 40_福岡県 久留米市野中町字野添1409-1

野伏間クリニック 40_福岡県 久留米市野伏間1丁目9番3号

医療法人 野原内科循環器科医院 40_福岡県 久留米市螢川町66-1

杉坂クリニック 40_福岡県 宮若市宮田241-136

医療法人 敬愛会 中野医院 40_福岡県 宮若市宮田4795

医療法人 笠松会 有吉病院 40_福岡県 宮若市上有木397-1

医療法人 安倍病院 40_福岡県 宮若市⾧井鶴250番地3

あらまき内科クリニック 40_福岡県 宮若市本城678-4

医療法人 宮若整形外科医院 40_福岡県 宮若市龍徳11060-17

京都病院 40_福岡県 京都郡みやこ町勝山箕田298番地

医療法人 のぐちクリニック 40_福岡県 京都郡みやこ町惣社696番地1

小波瀬病院 40_福岡県 京都郡苅田町新津1598

佐々木クリニック 40_福岡県 京都郡苅田町新津3-3-9

619 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

桑原医院 40_福岡県 京都郡苅田町神田町2-2-13

重見医院 40_福岡県 京都郡苅田町神田町2丁目30番地1

医療法人 たじり小児科医院 40_福岡県 京都郡苅田町神田町3-3-16

たじり消化器・肝臓内科クリニック 40_福岡県 京都郡苅田町神田町3-3-25

耳鼻咽喉科かざまクリニック 40_福岡県 京都郡苅田町富久町2-10-15

医療法人 聖恵会 福岡聖恵病院 40_福岡県 古賀市鹿部482番地

医療法人 堤医院 40_福岡県 古賀市青柳821-1

社会医療法人北九州病院 北九州古賀病

院
40_福岡県 古賀市千鳥2丁目12番1号

産科・婦人科 愛和病院 40_福岡県 古賀市天神五丁目9番1号

こがファミリー内科循環器内科 40_福岡県 古賀市米多比1515-1

医療法人 矢津内科消化器科クリニック 40_福岡県 行橋市行事7-19-6

しんもと産婦人科 40_福岡県 行橋市行事7-7-2

高尾医院 40_福岡県 行橋市行事四丁目19-15

宮本眼科 40_福岡県 行橋市西宮市1-4-1

医療法人恵光会 ひまわりクリニック 40_福岡県 行橋市西宮市4丁目189-9

やまみち胃腸科内科 40_福岡県 行橋市西泉7丁目2番1号

医療法人 立野レディースクリニック 40_福岡県 行橋市中央1丁目12-12

耳鼻咽喉科 木村医院 40_福岡県 行橋市中央2-8-7

行橋整形外科 40_福岡県 行橋市東泉5丁目1-4

たかお医院 40_福岡県 行橋市南泉3-7-26

⾧部医院 40_福岡県 行橋市南大橋2丁目9番11号

ふじた内科クリニック 40_福岡県 行橋市南大橋3-6-8

医療法人 ゆげ子どもクリニック 40_福岡県 行橋市南大橋5丁目3-14

医療法人社団 翠会 行橋記念病院 40_福岡県 行橋市北泉3-11-1

医療法人 橋本医院 40_福岡県 行橋市北泉5-11-20

やなぎ医院 40_福岡県 三井郡大刀洗町下高橋18

大刀洗診療所 40_福岡県 三井郡大刀洗町大字高樋1252-1

野口医院 40_福岡県 三潴郡大木町前牟田722-3

えさき小児科・内科医院 40_福岡県 三潴郡大木町大字福土114-3

よこやま外科乳腺クリニック 40_福岡県 三潴郡大木町八町牟田481番地

糸島医師会病院 40_福岡県 糸島市浦志532-1

糸島夜間休・急患センター 40_福岡県 糸島市浦志532番池1

(医)藤沢内科クリニック 40_福岡県 糸島市荻浦3-7-22

医療法人 進藤医院 40_福岡県 糸島市高田1-4-21

菊池内科医院 40_福岡県 糸島市高田1-9-16

古賀医院 40_福岡県 糸島市高田1-9-32

医療法人 進藤医院 40_福岡県 糸島市高田1丁目4-21
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まえばる老健センター 40_福岡県 糸島市志登567-1

医療法人善優会 岩隈医院 40_福岡県 糸島市志摩御床91-9

あだち脳神経外科クリニック 40_福岡県 糸島市志摩津和崎60番地

医療法人 健眼会 やわたアイクリニッ

ク
40_福岡県 糸島市志摩津和崎61

伊都まつもと循環器内科・内科 40_福岡県 糸島市篠原東2-19-7

医療法人 至高会 舌間整形外科 40_福岡県 糸島市潤3-8-1

医療法人 舌間眼科医院 40_福岡県 糸島市潤3丁目8-3

医療法人社団 昭友会 たなかクリニッ

ク
40_福岡県 糸島市神在1378番地3

医療法人 愛生会 馬渡産婦人科医院 40_福岡県 糸島市前原1031番地

有田クリニック 40_福岡県 糸島市前原西4-5-28

石川内科胃腸科クリニック 40_福岡県 糸島市前原西五丁目11-23

フクヨ耳鼻咽喉科 摂食・嚥下専門外来 40_福岡県 糸島市前原中央2-13-25

医療法人 前原木村眼科クリニック 40_福岡県 糸島市前原中央二丁目8-23

鎌田医院 40_福岡県 糸島市前原北1-10-29

医療法人 瑛和会 はたえ眼科 40_福岡県 糸島市波多江266-1

誠心会 井上病院 40_福岡県 糸島市波多江699-1

医療法人 合屋産婦人科 40_福岡県 糸島市波多江駅南2-20-1

医療法人 はまだ内科クリニック 40_福岡県 糸島市波多江駅南二丁目1番18号

筒井内科医院 40_福岡県 糸島市波多江駅北1-8-16

医療法人 愛光会 原田病院 40_福岡県 糸島市有田912-4

安倍病院 40_福岡県 若宮市⾧井鶴250-3

さきむら整形外科リハビリクリニック 40_福岡県 宗像市くりえいと2-2-2

医療法人 内科・放射線科 石野クリ

ニック
40_福岡県 宗像市くりえいと2-3-40

ふじい眼科クリニック 40_福岡県 宗像市くりえいと2-3-44

ひぐちこどもクリニック 40_福岡県 宗像市くりえいと2-3-48

片山医院 40_福岡県 宗像市稲元1035-6

渡辺整形外科医院 40_福岡県 宗像市稲元4丁目9-25

社会医療法人北九州病院 北九州宗像中

央病院
40_福岡県 宗像市稲元二丁目2番5号

(医)あかま整形クリニック 40_福岡県 宗像市栄町3-5

医療法人 宗像セントラルクリニック 40_福岡県 宗像市宮田2-11-10

まつばら整形外科 40_福岡県 宗像市宮田2-13-5

宗像久能病院 40_福岡県 宗像市三郎丸5丁目1-15

自由ケ丘クリニック 40_福岡県 宗像市自由ケ丘2-7-1
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宮原小児科医院 40_福岡県 宗像市自由ケ丘西町2-5

湊診療所 40_福岡県 宗像市神湊937-1

医療法人光洋会 赤間病院 40_福岡県 宗像市石丸1-6-7

吉田内科クリニック 40_福岡県 宗像市村山田1071

ありよしレディースクリニック 40_福岡県 宗像市村山田堤171-3

医療法人 林外科医院 40_福岡県 宗像市田久四丁目15番地12号

医療法人 隆三会 東郷外科 40_福岡県 宗像市田熊4-2-6

医療法人 さがら内科循環器科医院 40_福岡県 宗像市田熊4丁目3-23

宗像地区急患センター 40_福岡県 宗像市田熊五丁目5番5号

むなかた内科・呼吸器内科クリニック 40_福岡県 宗像市徳重1-10-20

医)島村内科消化器科クリニック 40_福岡県 宗像市日の里2丁目6-7

鴨川内科循環器科医院 40_福岡県 宗像市陵厳寺1-12-8

渡辺病院 40_福岡県 春日市岡本1-105

渡辺耳鼻咽喉科 40_福岡県 春日市下白水南4-10-1

樋口病院 40_福岡県 春日市紅葉ヶ丘東1-86

医療法人 いわみ肛門クリニック 40_福岡県 春日市春日4-10

医療法人 横山小児科医院 40_福岡県 春日市春日原東町3-36

たけの内科クリニック 40_福岡県 春日市春日原北町3-63-1

城戸整形外科クリニック 40_福岡県 春日市春日原北町3丁目63-1

医療法人 西江こころのクリニック 40_福岡県 春日市春日原北町4-11

医療法人 ひろ内科 40_福岡県
春日市春日原北町4-11 メディカルシティ春日

原2F

きたやま小児科 40_福岡県 春日市小倉2丁目97-1

村山医院 40_福岡県 春日市昇町5-100

野北外科胃腸科医院 40_福岡県 春日市上白1-19

中村内科クリニック 40_福岡県 春日市上白水3-80

本田耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 春日市上白水3-81

浜本眼科医院 40_福岡県 春日市上白水3-81 春日総合クリニックビル1F

かみのまち整形外科リウマチ科 40_福岡県 春日市上白水5-22-1

またけ胃腸内科クリニック 40_福岡県 春日市須玖南2-104-1

馬場内科・乘本こころのクリニック 40_福岡県 春日市須玖南3丁目87

みやい内科クリニック 40_福岡県 春日市須玖南4-30

瀧本眼科クリニック 40_福岡県 春日市須玖南三丁目88番地

医療法人 和田整形外科医院 40_福岡県 春日市泉2丁目14番地

ひらの耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 春日市惣利1-14

(医)くぼた小児科医院 40_福岡県 春日市惣利2-70-1

とくなが皮ふ科医院 40_福岡県 春日市惣利5丁目14-3
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医療法人こばやし整形外科 40_福岡県 春日市大字下白水25-1

協和病院 40_福岡県 小郡市祇園2-1-10

医療法人 寿栄会  本間病院 40_福岡県 小郡市三沢526番地

医療法人社団 豊泉会 丸山病院 40_福岡県 小郡市山隈273-11

松隈産婦人科クリニック 40_福岡県 小郡市小郡1504番地8

社会医療法人シマダ 嶋田病院 40_福岡県 小郡市小郡217-1

古川整形外科医院 40_福岡県 小郡市小郡619-5

松尾医院 40_福岡県 小郡市小板井279番地

きのした小児科 40_福岡県 小郡市小板井440-7

松崎記念病院 40_福岡県 小郡市松崎18-7

ひやまクリニック呼吸器内科 40_福岡県 小郡市大崎1020-2

高山泌尿器科クリニック 40_福岡県 小郡市津古556-2

髙橋クリニック 40_福岡県 小郡市美鈴が丘5-12-6

ながたクリニック 40_福岡県 小郡市美鈴の杜1-1-11

北島内科医院 40_福岡県 福岡市早良区原一丁目6番5号

たけうち皮膚科クリニック 40_福岡県 糟屋郡宇美町宇美4-1-3

医療法人 中西内科クリニック 40_福岡県 糟屋郡宇美町宇美4-1-3

中川整形外科クリニック 40_福岡県 糟屋郡宇美町宇美6丁目1-1

こやま内科クリニック 40_福岡県 糟屋郡宇美町光正寺2丁目6-2

河野粕屋病院 40_福岡県 糟屋郡宇美町神武原6-1-1

医療法人社団 廣徳会 岡部病院 40_福岡県 糟屋郡宇美町明神坂1-2-1

宏洲整形外科医院 40_福岡県 糟屋郡久山町久原3133-1

川原眼科 久山クリニック 40_福岡県 糟屋郡久山町山田1169-1 トリアスモール内

医療法人 めぐみ内科クリニック 40_福岡県 糟屋郡志免町桜丘2丁目10-1

医療法人 合屋クリニック 40_福岡県 糟屋郡志免町志免1686-1

うえの病院 うえの腎透析クリニック 40_福岡県 糟屋郡志免町志免2-10-20

にい皮フ科クリニック 40_福岡県 糟屋郡志免町志免字迎田1686-1

前川泌尿器科腎臓内科 40_福岡県 糟屋郡志免町志免中央3丁目6番22号

医療法人社団 緑風会 水戸病院 40_福岡県 糟屋郡志免町志免東4丁目1番1号

医療法人社団 緑風会 水戸病院 水戸メ

ンタルクリニック
40_福岡県 糟屋郡志免町田富4丁目5番1号

医療法人社団 日晴会 久恒病院 40_福岡県 糟屋郡志免町田富牛丸152-1

医療法人 ワイ・エム・エス 八尋整形

外科医院
40_福岡県 糟屋郡志免町別府1-1-6

栄光会ファミリークリニック 40_福岡県 糟屋郡志免町別府2丁目2-1

医療法人 満安内科医院 40_福岡県 糟屋郡志免町別府3-10-5

泯江堂 三野原病院 40_福岡県 糟屋郡篠栗町金出3553

社会医療法人 北九州病院 北九州若杉

病院
40_福岡県 糟屋郡篠栗町田中275
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河野病院 40_福岡県 糟屋郡篠栗町尾仲139

おおしまこどもクリニック 40_福岡県 糟屋郡篠栗町尾仲496-2

医療法人井上会 篠栗病院 40_福岡県 糟屋郡篠栗町尾仲94

川﨑内科医院 40_福岡県 糟屋郡新宮町美咲二丁目8-7

きよいファミリー内科 40_福岡県 糟屋郡須惠町須惠1078-6

ゆいレディースクリニック 40_福岡県 糟屋郡粕屋町原町5-12-1

徳永眼科クリニック 40_福岡県 糟屋郡粕屋町若宮2-1-12

川原眼科 40_福岡県 糟屋郡粕屋町仲原2526-9

医療法人 あきよし外科胃腸科医院 40_福岡県 太宰府市観世音寺3-12-1

高山泌尿器科五条クリニック 40_福岡県 太宰府市五条1丁目18-35

わたなべ整形外科クリニック 40_福岡県 太宰府市五条2-5-20

えぐち内科 40_福岡県 太宰府市五条2丁目4-5

医療法人 健成会 鹿子生整形外科医院 40_福岡県 太宰府市五条3-4-14

富田耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 太宰府市五条3-4-27

医療法人 中嶋医院 40_福岡県 太宰府市宰府3丁目5の7

医)恵山会 丸山病院 40_福岡県 太宰府市坂本1-4-6

こが整形外科クリニック 40_福岡県 太宰府市大佐野2-8-7

医療法人 耳鼻咽喉科たか野クリニック 40_福岡県 太宰府市大佐野3-1-60

上田眼科 40_福岡県 太宰府市通古賀3-12-6

医療法人 山野皮ふ科医院 40_福岡県 太宰府市通古賀3丁目13-13

酒井小児科内科医院 40_福岡県 大川市榎津261-1

足達消化器科整形外科医院 40_福岡県 大川市榎津332-2

田中クリニック 40_福岡県 大川市三丸1442-1

児玉医院 40_福岡県 大川市酒見486-2

木下総合歯科眼科 40_福岡県 大川市上巻252-1

酒井小児科内科医院 40_福岡県 大川市大字榎津261-1

医療法人 福田病院 40_福岡県 大川市大字向島1717番地3

今村医院 40_福岡県 大川市中古賀724-1

道海クリニック 40_福岡県 大川市道海島658-2

春日医院 40_福岡県 大牟田市一浦町6-3

こがクリニック 40_福岡県 大牟田市吉野160-1

医療法人 橘仁心会 たちばなクリニッ

ク
40_福岡県 大牟田市橘1365

(医)静光園 たくまクリニック 40_福岡県 大牟田市久福木82-1

石橋整形外科医院 40_福岡県 大牟田市宮崎5-7

坂西医院 内科・小児科 40_福岡県 大牟田市原山町2-8

医療法人 立石医院 40_福岡県 大牟田市古町3-7

おか医院 40_福岡県 大牟田市古町3-9
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医療法人 原循環器科内科医院 40_福岡県 大牟田市三川町2丁目27-1

医療法人 冨松記念会 三池病院 40_福岡県 大牟田市三池855

医療法人 社団新光会 不知火病院 40_福岡県 大牟田市手鎌1800

医療法人 吉岡クリニック 40_福岡県 大牟田市曙町7-2

牛草みずた内科クリニック 40_福岡県 大牟田市小浜町27-18

みみ・はな・のど じょうかんクリニッ

ク
40_福岡県 大牟田市上官町4-109

向坂眼科医院 40_福岡県 大牟田市上町1-4-1

福岡県大牟田市 医療法人 西山醫院 40_福岡県 大牟田市新町68-2 西山メディカルビル

春日クリニック 40_福岡県 大牟田市青葉町31-11

末吉小児科内科医院 40_福岡県 大牟田市船津町439-1

ありあけクリニック 40_福岡県 大牟田市船津町440-3

二宮医院 40_福岡県 大牟田市倉永1586-1

医療法人 杏東会 東原産婦人科医院 40_福岡県 大牟田市倉永1672-3

丸山内科呼吸器科医院 40_福岡県 大牟田市草木字羽山799-1

篠塚小児科皮膚科医院 40_福岡県 大牟田市大字橘606-2

医療法人 向坂内科クリニック 40_福岡県 大牟田市大字三池556-1

医療法人 おがた整形外科医院 40_福岡県 大牟田市大字三池558-4

医療法人 冨松記念会 三池病院 40_福岡県 大牟田市大字三池855

医療法人 山下医院 40_福岡県 大牟田市大字手鎌745

植田医院 40_福岡県 大牟田市大字倉永76

升永医院 40_福岡県 大牟田市大字田隈25

杉循環器科内科病院 40_福岡県 大牟田市大字田隈950-1

猿渡耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 大牟田市中白川町3-161

木村整形外科医院 40_福岡県 大牟田市天道町192-9

えだみつ整形外科・リウマチ科 40_福岡県 大牟田市天領町1丁目289番地3

済生会 大牟田ライフケア院 40_福岡県 大牟田市田隈599-18

福岡県済生会 大牟田病院 40_福岡県 大牟田市田隈810

医療法人 林田クリニック 40_福岡県 大牟田市東新町1-1-2

医療法人 恒生堂 永田整形外科病院 40_福岡県 大牟田市不知火町一丁目6番3

垣内クリニック 40_福岡県 大牟田市宝坂町1丁目1-6

早川内科医院 40_福岡県 大牟田市本町4丁目10番地11

ひまわり眼科大牟田 40_福岡県 大牟田市岬町3番地4

医療法人悠久会 大牟田共立病院 40_福岡県 大牟田市明治町3-7-5

医療法人メディカルキューブ 平井外科

産婦人科
40_福岡県 大牟田市明治町3丁目8の7

小田原医院 40_福岡県 大牟田市歴木1092

医療法人 城クリニック 40_福岡県 大牟田市歴木1807-1148

医療法人 樹香会 たなか夏樹医院 40_福岡県 大野城市旭ヶ丘2-1-20
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ゆうおう内科 40_福岡県 大野城市下大利1-13-12

池上泌尿器科クリニック 40_福岡県 大野城市下大利1丁目16-2

医療法人 松坂内科クリニック 40_福岡県 大野城市錦町3丁目3-50

倉岡内科クリニック 40_福岡県 大野城市月の浦1丁目26-10

高山泌尿器科月の浦クリニック 40_福岡県 大野城市月の浦2丁目11-10

けいゆうメディカルクリニック 内科・

循環器内科
40_福岡県 大野城市紫台2-10 BELLFLOWER BLDG 1F

まつくま小児科クリニック 40_福岡県 大野城市曙町1-3-30

医療法人 しらち内科クリニック 40_福岡県 大野城市上大利5丁目15-7-2

ありかわ内科クリニック 40_福岡県 大野城市大城3-1-6

医療法人 十全会 おおりん病院 40_福岡県 大野城市中央1丁目13-8

医療法人 社団 扶洋会 秦病院 40_福岡県 大野城市筒井1丁目3番1号

平田医院 40_福岡県 大野城市南ヶ丘3-2-7

哲クリニック 40_福岡県 大野城市白木原1-1-55

医療法人 ゆう心と体のクリニック 40_福岡県 大野城市白木原1-7-5 Jクリスタルビル3F

井本内科小児科医院 40_福岡県
大野城市白木原3丁目8-16 サンパティークメ

ゾンK.I.2F

医療法人文佑会 原病院 40_福岡県 大野城市白木原5-1-15

よしとみ整形外科リウマチ科クリニッ

ク
40_福岡県 築上郡吉富町幸子471-6

牛島医院 40_福岡県 筑後市一条1242

医療法人 石井内科医院 40_福岡県 筑後市羽犬塚547

加藤田整形外科 40_福岡県 筑後市熊野1539-9

医療法人 杉村こどもクリニック 40_福岡県 筑後市水田991-2

小林レディースクリニック 40_福岡県 筑後市水田993-1

医療法人 さとうこどもクリニック 40_福岡県 筑後市蔵数107-1

宮城耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 筑後市大字下北島1195

おおうち内科クリニック 40_福岡県 筑後市大字久富868

大橋整形外科クリニック 40_福岡県 筑後市大字西牟田3878-6

鶴丸眼科 40_福岡県 筑後市大字前津60番1

よしむら皮ふクリニック 40_福岡県 筑後市尾島190-1

(医)チクゴ医院 40_福岡県 筑後市尾島685

医療法人 平井医院 40_福岡県 筑後市和泉382

地方独立行政法人 筑後市立病院 40_福岡県 筑後市和泉917-1

金子眼科クリニック 40_福岡県 筑紫野市原田6丁目11-15

矢野ひふ科医院 40_福岡県 筑紫野市光が丘4-5-2

西尾産婦人科医院 40_福岡県 筑紫野市紫4-1-10

髙山病院 40_福岡県 筑紫野市針摺中央2丁目11-10

(医)小西第一病院 40_福岡県 筑紫野市石崎1-3-1
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みぞぐち小児科医院 40_福岡県 筑紫野市筑紫駅前通1-148

医療法人 みらい筑紫野病院 40_福岡県 筑紫野市天山37番地

福岡県済生会 二日市病院 40_福岡県 筑紫野市湯町3-13-1

整形外科まつしたクリニック 40_福岡県 筑紫野市二日市西1-4-3

帆足医院 40_福岡県 筑紫野市二日市西1-8-11

⿁木眼科医院 40_福岡県 筑紫野市二日市中央4-6-11

さきむら医院 40_福岡県 筑紫野市二日市中央5-12-3

医療法人 黒木耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 筑紫野市二日市北1-1-10

山田小児科医院 40_福岡県 筑紫野市二日市北2-1-3

杉村内科クリニック 40_福岡県 筑紫野市二日市北2-2-1 イオン二日市店3階

山本医院 40_福岡県 筑紫野市美しが丘南6-2-1

医)徳永外科医院 40_福岡県 筑紫野市美しが丘南6-2-2

葉医院 40_福岡県 中間市垣生179-6

福田醫院 40_福岡県 中間市中央1-2-32

柳整形外科医院 40_福岡県 中間市中央5-2-10

松尾耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 中間市中央5-2-12

石松整形外科医院 40_福岡県 中間市中間3-2-1

医療法人 むた医院 40_福岡県 中間市中鶴4丁目9番8号

知足産婦人科医院 40_福岡県 中間市⾧津2-24-20

新中間病院 40_福岡県 中間市通谷1-36-1

豊川内科・循環器内科クリニック 40_福岡県 中間市通谷2-24-1

特定医療法人 東筑会 中間クリニック 40_福岡県 中間市土手ノ内三丁目2番41号

山名眼科医院 40_福岡県 中間市鍋山町13-5

医療法人 吉野内科胃腸内科クリニック 40_福岡県 中間市鍋山町13番1号

医療法人 木村小児科医院 40_福岡県 中間市鍋山町16-3

医療法人ちふみ会 やまもと消化器内科 40_福岡県 朝倉郡筑前町依井489

太刀洗病院 40_福岡県 朝倉郡筑前町山隈842-1

ながた内科・循環器クリニック 40_福岡県 朝倉郡筑前町篠隈139-1

中村クリニック 40_福岡県 朝倉郡筑前町東小田1531-1

くさば内科クリニック 40_福岡県 朝倉郡筑前町野町1775-6

きたの小児科医院 40_福岡県 朝倉市屋永1770-1

医療法人 祥風会 甘木病院 40_福岡県 朝倉市屋永2295-2

香月病院 40_福岡県 朝倉市下浦715番地

医療法人社団 医王会 朝倉健生病院 40_福岡県 朝倉市甘木151番地4

冨田内科医院 40_福岡県 朝倉市甘木1523-1

やすなが内科胃腸科医院 40_福岡県 朝倉市甘木1722

池田耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 朝倉市甘木1870-1
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医療法人社団 俊聖会 甘木中央病院 40_福岡県 朝倉市甘木667番地

窪山医院 40_福岡県 朝倉市甘木742

冨田小児科医院 40_福岡県 朝倉市甘木760

坂井眼科医院 40_福岡県 朝倉市甘木870-4

朝倉市国民健康保険直営診療所 40_福岡県 朝倉市古毛585

医療法人 福嶋医院 40_福岡県 朝倉市三奈木3111-2

医療法人 安岡医院 40_福岡県 朝倉市小田896-1

医療法人 常盤会まつざきクリニック 40_福岡県 朝倉市堤1695-1

医療法人 慈香会 森山内科 40_福岡県 朝倉市杷木池田789-5

医療法人 武井医院 40_福岡県 朝倉市馬田1090

クリニックコスモ 40_福岡県 朝倉市菩提寺183番地53

甘木心療クリニック 40_福岡県 朝倉市来春150

たかせ小児科医院 40_福岡県 朝倉市来春189-1

朝倉医師会病院 40_福岡県 朝倉市来春422-1

たまる整形外科医院 40_福岡県 直方市感田166-10

小野外科胃腸科医院 40_福岡県 直方市感田1875

医療法人 福原医院 福原内科・脳神経

内科クリニック
40_福岡県 直方市感田2226

おおにし腎泌尿器科医院 40_福岡県 直方市感田2645-1

JCHO福岡ゆたか中央病院 40_福岡県 直方市感田523-5

(医)田代医院  脳神経外科・内科・小児

科
40_福岡県 直方市溝掘3丁目5-41

みずほ内科・歯科クリニック 40_福岡県 直方市上境291-1

医療法人 高橋医院 40_福岡県 直方市上新入1980

青見胃腸・内視鏡内科クリニック 40_福岡県 直方市上新入2490-7

太田医院 40_福岡県 直方市植木1178-2

髙島整形外科 40_福岡県 直方市植木992-1

山口耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 直方市須崎町4-30

戸田医院 40_福岡県 直方市中泉401番地

山名眼科診療所 40_福岡県 直方市津田町11-27

医療法人 ことぶき会 川波医院 40_福岡県 直方市津田町11-32

西村眼科クリニック 40_福岡県 直方市津田町1-28

白石内科 40_福岡県 直方市殿町11-18

殿町医院 40_福岡県 直方市殿町13番10号

魚住内科胃腸科医院 40_福岡県 直方市頓野1919-4

阿座上内科循環器科クリニック 40_福岡県 直方市頓野3826-1

医療法人 有馬産婦人科医院 40_福岡県 直方市日吉町9-2

柏村医院 40_福岡県 田川郡川崎町川崎403-2

松本病院 40_福岡県 田川郡川崎町大字川崎1681番地の1
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医療法人 向野医院 40_福岡県 田川郡川崎町大字川崎24-2

地方独立行政法人 川崎町立病院 40_福岡県 田川郡川崎町大字川崎2430番地の1

医療法人田中整形外科医院 40_福岡県 田川郡川崎町大字池尻329-8

医療法人 日髙医院 40_福岡県 田川郡川崎町田原552-3

森戸内科医院 40_福岡県 田川郡大任町大字大行事字下鶴3089番地

医療法人社団 庄宮城医院 40_福岡県 田川郡添田町大字庄249番地

養生会 宮城内科胃腸科医院 40_福岡県 田川郡添田町大字添田1012-1

柳瀬外科医院 40_福岡県 田川郡添田町添田1409

医療法人 たくまクリニック 40_福岡県 田川郡福智町金田1858-10

医療法人 上野病院 40_福岡県 田川郡福智町上野3420

梅野クリニック 40_福岡県 田川市宮尾町4-12

梅野ENTクリニック 40_福岡県 田川市宮尾町4-12

医療法人 田中内科医院 40_福岡県 田川市魚町4-11

耳鼻咽喉科 髙瀬医院 40_福岡県 田川市魚町9-1

社会保険田川病院 40_福岡県 田川市上本町10-18

かじ内科クリニック 40_福岡県 田川市上本町7-7

医療法人 くわの内科小児科医院 40_福岡県 田川市大字伊田2714-8

医療法人 佐々木整形外科医院 40_福岡県 田川市本町9-27

田川市立病院 40_福岡県 田川市糒1700番地2

医療法人社団NYC ひだまりクリニック 40_福岡県 田川市糒824-20

いわお小児科 40_福岡県 那珂川市五郎丸1-9-1

医療法人光竹会 ごう脳神経外科クリ

ニック
40_福岡県 那珂川市山田1150-1

福田皮ふ科クリニック 40_福岡県 粕屋郡志免町志免中央3-6-11

(医)豊民会 新宮整形外科 40_福岡県 粕屋郡新宮町美咲3-11-3

久英会クリニック 40_福岡県 八女郡広川町新代1389-128

五反田医院 40_福岡県 八女郡広川町新代638-1

介護老人保健施設 舞風台 40_福岡県 八女郡広川町大字水原1498

医療法人 合原会 合原医院 40_福岡県 八女郡広川町⾧延608-2

医療法人 まえだ耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 八女市稲富136-1

医療法人 城戸医院 40_福岡県 八女市鵜池7

筑水会病院 40_福岡県 八女市吉田1191

医療法人柳育会 新やなぎ健診クリニッ

ク
40_福岡県 八女市吉田134-1

中野内科循環器科 40_福岡県 八女市吉田1570-3

柳病院 40_福岡県 八女市吉田2-1

医療法人尚惠会 冨田医院 40_福岡県 八女市黒木町黒木87番地1
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ごんどう内科クリニック 40_福岡県 八女市山内584-1

しばた医院 40_福岡県 八女市上陽町北川内186-2

医療法人 山口医院 40_福岡県 八女市星野村12038

川崎病院 40_福岡県 八女市津江538

医療法人 正慈会 草場内科循環器科医

院
40_福岡県 八女市納楚446-1

医療法人 八女健朋会 八媛病院 40_福岡県 八女市本1486

大渕耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 八女市本村691

医療法人 仁久会 永芳医院 40_福岡県 飯塚市阿恵359-11

大庭クリニック 40_福岡県 飯塚市伊岐須298-10

ひだ内科クリニック 40_福岡県 飯塚市伊川548-1

医療法人 梶原内科医院 40_福岡県 飯塚市下三緒35-664

医療法人 洗心会 児嶋病院 40_福岡県 飯塚市花瀬87番地1

三宅脳神経外科病院 40_福岡県 飯塚市楽市243-11

田代医院 40_福岡県 飯塚市吉原町2-18

田代皮膚科 40_福岡県 飯塚市吉原町2-18

みやじま内科・呼吸器内科クリニック 40_福岡県 飯塚市菰田西2丁目3番52号

医療法人下津眼科医院 40_福岡県 飯塚市菰田東2丁目3-30

医療法人博愛会 頴田病院 40_福岡県 飯塚市口原1061番地1

広瀬医院 40_福岡県 飯塚市綱分756

佐野医院 40_福岡県 飯塚市綱分845番地1

二宮医院 40_福岡県 飯塚市潤野855番地

佐藤眼科医院 40_福岡県 飯塚市新飯塚6-21

佐藤医院 40_福岡県 飯塚市勢田1286の4

なかしま内科・糖尿病・腎クリニック 40_福岡県 飯塚市西町1-4

ひじい小児科クリニック 40_福岡県 飯塚市川津84-1

医療法人 林医院 40_福岡県 飯塚市相田262-3

医療法人 宮嶋医院 40_福岡県 飯塚市忠隈380

おおつか眼科・内科医院 40_福岡県 飯塚市⾧尾405-1

医療法人康和会 柴田みえこ内科・神経

内科クリニック
40_福岡県 飯塚市鶴三緒1547-10

医療法人 田中医院 40_福岡県 飯塚市天道415-1

宮嶋耳鼻咽喉科 40_福岡県 飯塚市南尾400-1

越智外科胃腸科医院 40_福岡県 飯塚市柏の森618

松浦医院 40_福岡県 飯塚市飯塚19-20

藤井泌尿器科医院 40_福岡県 飯塚市飯塚8-20

医)清祥会 なかおクリニック 40_福岡県 飯塚市堀池254-1
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坂元クリニック 40_福岡県 飯塚市目尾720番地3

兼田循環器内科医院 40_福岡県 飯塚市有井355-12

新飯塚駅内科 40_福岡県 飯塚市立岩1049-11

医療法人 陽山会 丸野クリニック 40_福岡県 飯塚市立岩1308-12

森本医院 40_福岡県 福岡市西区田尻1539-1

医療法人 福岡桜十字 桜十字福岡病院 40_福岡県 福岡市中央区渡辺通3-5-11

大串クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神3-7-31 N天神ビル

医療法人 桃源堂 薬院高橋皮ふ科クリ

ニック
40_福岡県 福岡市中央区薬院1-5-11 薬院ヒルズビル2階

医療法人 たけだ耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市城南区金山団地50-1

医療法人 安武眼科医院 40_福岡県 福岡市城南区金山団地50-1

佐々木眼科 40_福岡県 福岡市城南区荒江1丁目25-15

医療法人 すがお内科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区七隈4-11-3

尾野医院 40_福岡県 福岡市城南区七隈4-3-8

医療法人 格心会 晴明病院 40_福岡県 福岡市城南区七隈8丁目20番10号

医療法人社団誠仁会 松山診療所 40_福岡県 福岡市城南区松山2-8-5

さかき内科・胃腸科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区神松寺1-2-30

はたなか皮ふ科・ひ尿器科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区神松寺2-16-8

医療法人社団 正樹会 佐田整形外科病

院
40_福岡県 福岡市城南区神松寺2-19-2

しんどう小児科 40_福岡県 福岡市城南区神松寺3丁目22-28

医療法人 英内科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区茶山2-15-1

医療法人 上川路クリニック 40_福岡県 福岡市城南区茶山1-1-12

おだ内科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区茶山1-6-10

トータルケアやまさきクリニック 40_福岡県 福岡市城南区茶山4-14-15

(医)進藤整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区茶山5-2-6

さかい内科循環器クリニック 40_福岡県 福岡市城南区⾧尾1-13-23-1

しげた消化器科・外科医院 40_福岡県 福岡市城南区⾧尾1-19-1

せき小児科・アレルギー科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区⾧尾2-7-20

医療法人 古野セントマリアクリニック 40_福岡県 福岡市城南区⾧尾3-10-23

のみやま整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区⾧尾5-28-19

かとうクリニック 40_福岡県 福岡市城南区鳥飼5-4-12

明石内科医院 40_福岡県 福岡市城南区鳥飼5丁目19-12

おざき眼科 40_福岡県 福岡市城南区鳥飼6-7-1

平川耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区堤1-1-1

エンゼル マタニティ クリニック 40_福岡県 福岡市城南区堤1-13-31
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鈴木内科医院 40_福岡県 福岡市城南区堤2丁目11-16

とうじょう内科・循環器クリニック 40_福岡県 福岡市城南区田島1-15-59

にしぞの耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区田島3-19-5

医療法人 横山内科医院 40_福岡県 福岡市城南区田島4丁目22-40

城南耳鼻咽喉科アレルギー科クリニッ

ク
40_福岡県 福岡市城南区東油山1-2-22

つのだ泌尿器科医院 40_福岡県 福岡市城南区東油山1-3-30

小舘医院 小児科・外科・内科・呼吸器

外科
40_福岡県 福岡市城南区東油山1-8-12

医療法人 堀之内胃腸科内科医院 40_福岡県 福岡市城南区東油山2-3-7

いこいの森クリニック 40_福岡県 福岡市城南区東油山6丁目19番23号

さくら病院 40_福岡県 福岡市城南区南片江6丁目2番32号

瀬戸循環器内科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区梅林2-27-13

医療法人 原クリニック 40_福岡県 福岡市城南区梅林4-21-23

医療法人 江下内科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区樋井川1丁目6番26号

りょうすけ内科外科 40_福岡県 福岡市城南区樋井川2-9-15

医療法人順和 ⾧尾病院 40_福岡県 福岡市城南区樋井川3丁目47-1

高宮外科内科医院 40_福岡県 福岡市城南区樋井川6丁目15-1

井上四郎小児科医院 40_福岡県 福岡市城南区樋井川6丁目33-15

だい小児科内科医院 40_福岡県 福岡市城南区別府2丁目20-46-101

医療法人 かわもと胃腸内科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区別府3丁目2-33

医療法人 敬天会武田病院 40_福岡県 福岡市城南区別府4-5-8

にしのクリニック 40_福岡県 福岡市城南区別府4丁目1番25号

べふ眼科 40_福岡県 福岡市城南区別府5-10-8

内藤胃腸科外科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区別府7-7-30

医療法人松寿会 松永病院 40_福岡県 福岡市城南区片江1-4-38

医療法人爽々会 馬場内科 40_福岡県 福岡市城南区片江2-17-12

医)田中 宏明内科・胃腸科クリニック 40_福岡県 福岡市城南区片江4-1-6

てらお皮ふ科・アレルギー科クリニッ

ク
40_福岡県 福岡市城南区友丘3丁目2番10号

医療法人 増田医院 40_福岡県 福岡市西区福重3-12-8

はしぐち脳神経クリニック 40_福岡県 福岡市西区愛宕4丁目14-19

岡村内科クリニック 40_福岡県 福岡市西区下山門3丁目1番9号

福岡市立玄界診療所 40_福岡県 福岡市西区玄界島寄木1219-60

井上さとし内科 40_福岡県 福岡市西区戸切2丁目18-2

松田知子皮膚科医院 40_福岡県 福岡市西区今宿1丁目5-27

木下小児科医院 40_福岡県 福岡市西区今宿3丁目40番28号

はすお泌尿器科 40_福岡県 福岡市西区今宿駅前1-2-20
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よう子レディースクリニック 40_福岡県 福岡市西区今宿西1丁目30-24

医療法人白翠園 春日病院 40_福岡県 福岡市西区今宿青木1105

介護老人保健施設 松寿苑 40_福岡県 福岡市西区今宿町379-1

今津赤十字病院 40_福岡県 福岡市西区今津377

まつおクリニック 40_福岡県 福岡市西区周船寺1-1-33

医療法人朋仁会 まるもと脳神経外科ク

リニック
40_福岡県 福岡市西区周船寺1-5-25 サンリットビル2F

英慶会 三愛クリニック 40_福岡県 福岡市西区周船寺2-12-39

はしもとメンタルクリニック 40_福岡県 福岡市西区周船寺2-9-12

皆良田眼科医院 40_福岡県 福岡市西区拾六町1-21-18

おながわ小児科アレルギー科クリニッ

ク
40_福岡県 福岡市西区拾六町1丁目2番7号

ふかほり整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市西区拾六町5-16-11

てらにしこどもクリニック 40_福岡県 福岡市西区拾六町団地1-18

せんばクリニック 40_福岡県 福岡市西区拾六町団地1-25

福岡和仁会病院 40_福岡県 福岡市西区生の松原1-33-18

医療法人 西福岡病院 40_福岡県 福岡市西区生の松原3丁目18番8号

西の丘平尾クリニック 40_福岡県 福岡市西区西の丘2-1-1

学研都市林眼科 40_福岡県 福岡市西区西都1丁目3-5

医療法人SSC 西都クリニック 耳鼻咽

喉科
40_福岡県 福岡市西区西都1丁目4-4

手島クリニック 40_福岡県 福岡市西区石丸2-16-13

社会医療法人財団白十字会 白十字病院 40_福岡県 福岡市西区石丸3-2-1

かむら大腸肛門クリニック 40_福岡県 福岡市西区泉2丁目1-26

医療法人社団 朝菊会 昭和病院 40_福岡県 福岡市西区大字徳永字大町911-1

医療法人⾧野醫院 ⾧野産婦人科クリ

ニック
40_福岡県 福岡市西区徳永1055-2

医療法人 政裕会 ときつ医院 40_福岡県 福岡市西区内浜2丁目6-7

福岡市立能古診療所 40_福岡県 福岡市西区能古725-2

医)かつの整形外科・リハビリテーショ

ン科
40_福岡県 福岡市西区福重4-7-6 2F

千鳥橋病院附属新室見診療所 40_福岡県 福岡市西区福重5-1-27

中村クリニック 40_福岡県 福岡市西区豊浜1-2-12

本田けいこ小児科クリニック 40_福岡県
福岡市西区豊浜2-1-1 メディカルシティマリ

ナ通り2F

いと眼科 40_福岡県 福岡市西区北原1-2-1

宗耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市西区姪の浜1丁目16番30号

早良病院 40_福岡県 福岡市西区姪の浜2-2-50
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医療法人白翠園 めいのはま白翠内科ク

リニック
40_福岡県 福岡市西区姪の浜4-14-30

下村小児科医院 40_福岡県 福岡市西区姪の浜4-19-25

青木内科循環器科小児科クリニック 40_福岡県 福岡市西区姪の浜4-9-12

坂本眼科クリニック 40_福岡県 福岡市西区姪の浜4-9-18 石津ビル2階

茂木病院 40_福岡県 福岡市西区姪の浜6丁目1-20

二田哲博クリニック姪浜 40_福岡県 福岡市西区姪浜駅南1-2-17

松本内科胃腸科 40_福岡県 福岡市西区姪浜駅南1-4-1

矢野耳鼻咽喉科 40_福岡県 福岡市西区姪浜駅南2-1-34

いわや小児科クリニック 40_福岡県 福岡市西区姪浜駅南2-1-37

北野クリニック 40_福岡県 福岡市西区姪浜駅南2-19-16

タケシマ整形外科医院 40_福岡県 福岡市西区野方1-16-28

石神小児科医院 40_福岡県 福岡市西区野方1-22-25

池田功産婦人科医院 40_福岡県 福岡市西区野方1丁目2-25

りゅう・たけだクリニック 40_福岡県 福岡市西区野方6-26-6

福岡リハビリテーション病院 40_福岡県 福岡市西区野方7-770

福岡リハ整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市西区野方7丁目752-1

医療法人社団 誠和会 牟田病院 40_福岡県 福岡市早良区干隈3丁目9番1号

干隈すみれ内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区干隈5丁目30-5

北島内科医院 40_福岡県 福岡市早良区原1-6-5

西内科医院 40_福岡県 福岡市早良区原3-8-23

医療法人 くわの整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区原3丁目7-7

みやざき眼科 45_宮崎県 福岡市早良区原5-15-17

吉住内科医院 40_福岡県 福岡市早良区原6-29-10

藤吉レディースクリニック 40_福岡県
福岡市早良区原7丁目14-35 トニーコート弐番

館 1-A

医療法人三仁会 フジタ内科消化器科医

院
40_福岡県 福岡市早良区原7丁目4-7

おがた整形外科 40_福岡県 福岡市早良区原7丁目4番18号

医療法人盛和会 神代医院 40_福岡県 福岡市早良区荒江2-15-10

かわの医院 40_福岡県 福岡市早良区荒江2-9-13

畑間内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区荒江2丁目6-11

医)きよまつ小児科医院 40_福岡県 福岡市早良区荒江3-11-24

上月内科医院 40_福岡県 福岡市早良区荒江3-15-21

医療法人太田整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区高取1-1-21

大神内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区高取1-3-20

高取レディスクリニック 40_福岡県
福岡市早良区高取1-3-20 ファインガーデン高

取203

末吉耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区高取1丁目1-30
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牧角内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区高取2-17-43-202

おおつかクリニック 40_福岡県
福岡市早良区次郎丸2丁目10-43 次郎丸クリ

ニックビル2F

医療法人康整会 黒田整形外科医院 40_福岡県 福岡市早良区次郎丸5-7-9

室見クリニック 40_福岡県 福岡市早良区室見1丁目12番1号

(医)たかき あいここどもクリニック 40_福岡県 福岡市早良区室見2-12-2

たけいち内科胃腸クリニック 40_福岡県 福岡市早良区室見2-15-27

医)平野内科消化器科医院 40_福岡県 福岡市早良区曙2-1-7

医療法人 なら林内科・循環器科医院 40_福岡県 福岡市早良区小田部1-13-7

八田内科医院 40_福岡県 福岡市早良区小田部4-7-13

こたべ整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区小田部5-7-7

医療法人 原信会 原口病院循環器科内

科
40_福岡県 福岡市早良区小田部6丁目11-15

うめい内科医院 40_福岡県 福岡市早良区昭代3-5-15

川原クリニック 内科・胃腸内科・外科 40_福岡県 福岡市早良区城西1丁目5番25号

三恵外科医院 40_福岡県 福岡市早良区城西2丁目6番21号

鶴内科医院 40_福岡県
福岡市早良区城西3丁目17番20号 クラシオン

西新104

たさき小児科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区星の原団地32

生野リウマチクリニック 40_福岡県 福岡市早良区西新1-10-27-1F

吉村圭子眼科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区西新1-7-25

吉村病院 40_福岡県 福岡市早良区西新3丁目11-27

松本小児科医院 40_福岡県 福岡市早良区西新4-8-16

城谷内科医院 40_福岡県 福岡市早良区西新4-8-28

西新いこいクリニック 40_福岡県 福岡市早良区西新4-9-28-5F

医療法人 稲村脳神経外科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区西新4-9-35-2F

松口整形外科 40_福岡県 福岡市早良区西新4丁目9-35 真栄ビル3F

田中じゅんこ乳腺クリニック 40_福岡県 福岡市早良区西新4丁目9-35 真栄ビル6F

本多耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市早良区西新5-1-34

ささき内科・糖尿病クリニック 40_福岡県 福岡市早良区西新5-15-13

山口内科医院 40_福岡県 福岡市早良区西新5丁目14-45

やまもとホームクリニック 40_福岡県 福岡市早良区石丸3-1-42 2階

社会医療法人福西会 福西会南病院 40_福岡県 福岡市早良区早良1丁目5-55

北口内科消化器科医院 40_福岡県 福岡市早良区田隈2-34-18

浦クリニック 40_福岡県 福岡市早良区田村4-29-6

白石整形外科医院 40_福岡県 福岡市早良区田村4丁目28-26

おばた内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区田村5-16-38

医療法人 石西整形外科医院 40_福岡県 福岡市早良区田村5丁目2番1号
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井上内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区田村7-7-2

藤崎メディカルクリニック 40_福岡県
福岡市早良区藤崎1-1-32-201 GATE HOPE 藤

崎

さかうえ内科循環器科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区藤崎1-1-47

医療法人社団 福光会 福田眼科病院 40_福岡県 福岡市早良区藤崎1-24-1

わきさか内科 40_福岡県 福岡市早良区藤崎1丁目24-19

大木整形・リハビリ医院 40_福岡県 福岡市早良区藤崎1丁目21-19

中村医院 40_福岡県 福岡市早良区内野2-20-10

医療法人 迎医院 40_福岡県 福岡市早良区南庄2丁目17番7号

西田たみお整形外科医院 40_福岡県 福岡市早良区南庄2丁目5-23

おおやこどもクリニック 40_福岡県 福岡市早良区南庄3-6-30

医療法人 皆川クリニック 40_福岡県 福岡市早良区南庄6-10-15

やすなが内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区飯倉4丁目8-5-2

ざいつ循環器・内科 40_福岡県
福岡市早良区飯倉7-29-15 サニーサイドビル

2F

調医院 40_福岡県 福岡市早良区百道1-18-31

田代内科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区百道1-5-5

たにむらようこクリニック 40_福岡県 福岡市早良区百道浜1-3-70

KMペインクリニック 40_福岡県 福岡市早良区百道浜1丁目4番1号

福岡市立急患診療センター 40_福岡県 福岡市早良区百道浜1丁目6-9

ももち浜クリニック 40_福岡県 福岡市早良区百道浜2-3-2 TNC放送会館2階

きよさわ眼科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区百道浜4-13-1

医療法人 しばおクリニック 40_福岡県 福岡市早良区百道浜4-13-4

江浦耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区野芥1-7-34

社会医療法人 福西会 福西会病院 40_福岡県 福岡市早良区野芥1丁目2番36号

医療法人 草創の会 草野医院 40_福岡県 福岡市早良区野芥3-14-5

医療法人にのさかクリニック 40_福岡県 福岡市早良区野芥4-19-34

ひじおか眼科 40_福岡県 福岡市早良区野芥4-2-15

医療法人泯江堂 油山病院 40_福岡県 福岡市早良区野芥5丁目6番37号

竹内産婦人科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区野芥7-1-30

なかよし眼科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区野芥7-19-35

医)脳神経外科クリニック髙木 40_福岡県 福岡市早良区弥生1-4-8

香月医院 40_福岡県 福岡市早良区有田5-1-30

まいこ小児科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区有田5丁目23-25

たけとみ耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区有田5丁目23-27

医療法人 池田整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市早良区有田7-19-33-1

上平川整形外科医院 40_福岡県 福岡市早良区有田7-21-14

医療法人としたに皮ふ科医院 40_福岡県 福岡市早良区有田7-21-16

けご病院 40_福岡県 福岡市中央区警固1-14-8
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(医)AGIH秋本病院 40_福岡県 福岡市中央区警固1-8-3

古小烏耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市中央区警固3-3-2

桜坂内科循環器科 40_福岡県 福岡市中央区警固3-6-1

眼科かわさき貴子クリニック 40_福岡県 福岡市中央区荒戸1-1-3 大濠ジョイビル一階

有村内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区荒戸1-5-28

パークサイドこころの発達クリニック 40_福岡県 福岡市中央区荒戸1丁目2-28

皮膚科形成外科和田クリニック 40_福岡県 福岡市中央区荒戸1丁目6の7

萱島外科 40_福岡県 福岡市中央区荒戸2-2-40

光安整形外科 40_福岡県 福岡市中央区荒戸2-3-26

ひろた内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区荒戸2-4-14

相良外科医院 40_福岡県 福岡市中央区荒戸3丁目2-12

中野眼科医院 40_福岡県 福岡市中央区高砂1-1-12

高木医院 40_福岡県 福岡市中央区高砂1-18-10

森レディースクリニック 40_福岡県 福岡市中央区高砂1-4-3

森内科循環器科医院 40_福岡県 福岡市中央区高砂2-18-12

なごみ泌尿器科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区黒門2-31 佐藤ビル2階

阿部医院 40_福岡県 福岡市中央区今川1-2-6

おおさと眼科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区今川1-5-16

医療法人 藤見胃腸科内科医院 40_福岡県 福岡市中央区今川2-1-15

宮城脳神経外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区今泉2-5-25 KGビル1F

桜坂なかやまこどもクリニック 40_福岡県 福岡市中央区桜坂1-2-8

つのだ泌尿器科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区笹丘1-10-21

よしかわ耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区笹丘1-11-13 笹丘平和ビル4階

博愛会病院 40_福岡県 福岡市中央区笹丘1-28-25

こうだ内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区三宅2-10-31

船越内科医院 40_福岡県 福岡市中央区春吉2-2-17

医療法人 梶山医院 40_福岡県 福岡市中央区春吉2丁目15-18

医)和信会 平野医院 40_福岡県 福岡市中央区小笹2-1-5

有田眼科 40_福岡県 福岡市中央区小笹2丁目2-3

大西耳鼻咽喉科アレルギー科クリニッ

ク
40_福岡県 福岡市中央区小笹4-1-43

医療法人ガーデンヒルズウィメンズク

リニック
40_福岡県 福岡市中央区小笹5-15-21

うえき医院 40_福岡県
福岡市中央区清川1-9-20 テングッド渡辺通2

階

守永クリニック 40_福岡県 福岡市中央区清川3-13-6

内科循環器科末松医院 40_福岡県 福岡市中央区清川3丁目14-10

行徳形成外科 40_福岡県 福岡市中央区西中州4-14
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占部医院 40_福岡県 福岡市中央区西中洲6-20

木村眼科クリニック 40_福岡県
福岡市中央区赤坂1-10-23 グレースイン赤坂

2F

皮ふ科アレルギー科 佐藤えみこクリ

ニック
40_福岡県 福岡市中央区赤坂1-10-23-4F

医療法人 赤坂田中整形外科 40_福岡県 福岡市中央区赤坂1-10-26

赤坂とも内科 40_福岡県 福岡市中央区赤坂1-11-12 赤坂井上ビル3F

医療法人SSC 赤坂サージクリニック 40_福岡県 福岡市中央区赤坂1-14-35 赤坂門AIビル 2F

医療法人 星子整形外科医院 40_福岡県 福岡市中央区赤坂1-7-6

ふくだ内科 40_福岡県 福岡市中央区赤坂2-2-45 赤坂シャトー松風1F

富永内科甲状腺クリニック 40_福岡県 福岡市中央区草香江1丁目1-17-1F

フクロノクリニック 40_福岡県 福岡市中央区草香江1丁目8-39

医療法人 愛成会 東野産婦人科医院 40_福岡県 福岡市中央区草香江2-2-17

大濠こどもクリニック 40_福岡県 福岡市中央区大濠1-3-5 サンリッチ大濠2F

ライフケア大手門さくら内科 40_福岡県 福岡市中央区大手門2-5-15

古森整形外科・外科医院 40_福岡県 福岡市中央区大手門2-7-15

ふくおか睡眠クリニック 40_福岡県
福岡市中央区大名2-10-2 シャンボール大名 

B1301

入江内科医院 40_福岡県 福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル2階

三宅漢方医院 40_福岡県 福岡市中央区大名2-8-18 天神パークビル2F

医療法人ストレスケア義村クリニック 40_福岡県
福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル

8階

たかお整形外科 40_福岡県 福岡市中央区地行3-1-24

博多みずき眼科 40_福岡県
福岡市中央区地行浜2-2-1 マークイズ福岡も

もち4階

みなと内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区⾧浜3-11-3-201

後藤整形外科医院 40_福岡県 福岡市中央区鳥飼1-5-45

医療法人平田内科胃腸科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区鳥飼1丁目5-45

ウェルネス天神クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1-14-4-5F

荘田レディースクリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1-15-6 綾杉ビル3F

井上善レディースクリニック 40_福岡県
福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビ

ル6階

医療法人ビジョナリー さぎやま泌尿器

クリニック
40_福岡県 福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル3階

飯尾形成外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル9階

医療法人・再生会 デイクリニック天神 40_福岡県 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ7F

押領司内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1-6-8 ツインビル5階
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医療法人 くまもとクリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル8階

YSくまざわクリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1-7-11 イムズ7階

SN脳神経外科クリニック 40_福岡県
福岡市中央区天神1丁目12-1 日之出福岡ビル

7F

あやすぎビルクリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1丁目15-6 綾杉ビル7階

小野内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神1丁目9-17

天神眼科育子クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神2-10-19

医療法人ウェルビジョン アイクリニッ

ク天神
40_福岡県 福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ本館6F

緒方良神経科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神2-13-17 恒松ビル9階

福岡国際総合検診センター診療所 40_福岡県 福岡市中央区天神2-13-7 福岡平和ビル2階

井上耳鼻咽喉科 40_福岡県
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービ

ル5F

医療法人いつき(樹)ウィメンズクリ

ニック
40_福岡県 福岡市中央区天神2-3-2 天神アイエスビル5階

林内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神2-3-2 天神アイエスビル6F

天神美容皮膚科 師井美樹クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神2-3-2 天神アイエスビル6F

ますもとメンタルクリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神2-3-2 天神アイエスビル7F

村山内科・胃腸科 40_福岡県 福岡市中央区天神2-4-20 天神プラッサ201

天神レデイースクリニック 森智恵子 40_福岡県
福岡市中央区天神2-6-13 ジェムキャッスルき

らめき通り3階、4階、5階

天神たばた眼科 40_福岡県 福岡市中央区天神2-8-133-2

医療法人 ふじのクリニック 40_福岡県
福岡市中央区天神2丁目14-8 福岡天神セン

タービル5階

近藤リウマチ・整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神3-10-11

ケーズ皮膚科 美容皮膚科 天神院 40_福岡県 福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル6F

二田哲博クリニック天神 40_福岡県 福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル7階

胃腸科藤クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神3丁目4-8 天神重松ビル5階

溝口整形外科天神4丁目診療所 40_福岡県 福岡市中央区天神4丁目4-1 天神4丁目ビル3F

クリニック天神北 40_福岡県 福岡市中央区天神4丁目4-30 天神西江ビル1F

医療法人クリスタルビルクリニック 40_福岡県
福岡市中央区天神4丁目6-7 天神クリスタルビ

ル8F

北天神ストレスケアクリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神5-7-7-4F
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天神光安整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区天神6-1-8 天神ツインビル5階

医療法人 井上内科医院 40_福岡県 福岡市中央区天神一丁目2番30号

医療法人社団 広仁会 広瀬病院 40_福岡県 福岡市中央区渡辺通1丁目12-11

医療法人 浩仁会 柴田クリニック 40_福岡県 福岡市中央区渡辺通2-1-12

賴岡クリニック 40_福岡県 福岡市中央区渡辺通2-6-12 4F

薬院内科循環器クリニック 40_福岡県
福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA-55 

2階

ふかみ乳腺クリニック 40_福岡県
福岡市中央区渡辺通2-6-12 八千代ビルYA55 

4F

えんどう整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区渡辺通2-6-12-3F

医療法人医心会 福岡腎臓内科クリニッ

ク
40_福岡県 福岡市中央区渡辺通4丁目6-20

天神南江島医院 40_福岡県 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82 電気ビル北館

香江医院 40_福岡県 福岡市中央区唐人町1-12-12

みみ・はな・のど せがわクリニック 

平尾本院
40_福岡県 福岡市中央区那の川2-10-25

本多眼科 40_福岡県
福岡市中央区那の川2-10-25 メディカルガー

デン平尾2F

武田医院 40_福岡県 福岡市中央区梅光園1丁目2-6

福泉医院 40_福岡県 福岡市中央区白金1-18-8

林産婦人科 40_福岡県 福岡市中央区白金2-3-14

植木外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区白金2丁目11-9 Cr福岡ビル

医療法人 九州画像診断クリニック 40_福岡県 福岡市中央区舞鶴1-1-7

御所ヶ谷ホームクリニック 40_福岡県 福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴2階

医療法人東風会 まいづる内科クリニッ

ク
40_福岡県 福岡市中央区舞鶴3-2-1,2F

医療法人 佐藤クリニック 40_福岡県 福岡市中央区平尾2-19-10

医療法人にゅうわ会 及川病院 40_福岡県 福岡市中央区平尾2丁目21番16号

平尾駅心療クリニック 40_福岡県
福岡市中央区平尾2丁目5-8 西鉄平尾駅ビル3

階

池田耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区平尾4-4-26

今井内科医院 40_福岡県 福岡市中央区平尾5-3-7

鄭脳神経外科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院1-5-6-402

医療法人 なかしまクリニック 40_福岡県
福岡市中央区薬院1丁目5-6 ハイヒルズビル

403

岡部・浦川クリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院2-13-10

医療法人 愛生会 三宅内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院2丁目5番15号

医療法人社団 高邦会 福岡中央病院 40_福岡県 福岡市中央区薬院2丁目6番11号
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松尾小児科医院 40_福岡県 福岡市中央区薬院3-11-8

薬院血管外科クリニック 40_福岡県
福岡市中央区薬院3-3-5 オフィスニューガイ

アLAPIS薬院8階

占部医院 40_福岡県 福岡市中央区薬院3丁目7-28

薬院こどもの友クリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院4-1-26-2F

杉野敬子眼科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院4-1-27-211

井槌病院 40_福岡県 福岡市中央区薬院4-15-6

整形外科浄水通りクリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院4丁目1-27-212

迫内科循環器科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区薬院4丁目1番26-205号

形成外科 王丸クリニック 40_福岡県 福岡市中央区六本松2-11-5

福岡浦添クリニック 40_福岡県 福岡市中央区六本松2-12-19 BCCビル9F

島松循環器内科クリニック 40_福岡県 福岡市中央区六本松2-8-2 エムエスビル1F

しまだ内科・循環器クリニック 40_福岡県
福岡市中央区六本松4-2-2 六本松421クリニッ

クゾーン

三光クリニック 40_福岡県 福岡市中央区六本松4丁目9-3

社会医療法人財団 池友会 香椎丘リハ

ビリテーション病院
40_福岡県 福岡市東区下原2-24-36

上田内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区雁の巣1-4-7

井本クリニック 40_福岡県 福岡市東区原田1-41-15

船員保険福岡健康管理センター 40_福岡県 福岡市東区原田3-4-10

ふるがきCLINIC 40_福岡県 福岡市東区香椎駅前1-12-2

田原眼科 40_福岡県 福岡市東区香椎駅前1-7-1

東野整形外科医院 40_福岡県 福岡市東区香椎駅前2-5-1

増田整形外科内科医院 40_福岡県 福岡市東区香椎駅前2丁目12-43

医療法人海陽会まえだクリニック 40_福岡県 福岡市東区香椎照葉3-4-5-2F

照葉こどもクリニック 40_福岡県 福岡市東区香椎照葉5丁目2-19-2F

福岡市立こども病院 40_福岡県 福岡市東区香椎照葉五丁目1番1号

医療法人 邦和会 村瀬内科 40_福岡県 福岡市東区香椎台1丁目5-12

医療法人 かわさき内科循環器科クリ

ニック
40_福岡県 福岡市東区香椎浜3-2-1

医療法人うだ脳神経外科クリニック 40_福岡県 福岡市東区香椎浜3-2-6

森眼科 40_福岡県
福岡市東区香椎浜3丁目12-1 イオンモール香

椎浜 2F

タカハラ整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市東区香椎浜3丁目2-8

うえの内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区香椎浜4-1-9

医)皓白会 きくかわ眼科 40_福岡県 福岡市東区香椎浜4丁目1-8

永野外科胃腸科医院 40_福岡県 福岡市東区高美台2-4-27

しもじ内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区三苫3-2-49

にしおか皮ふ科 40_福岡県 福岡市東区三苫3-2-50
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三苫石井医院 40_福岡県 福岡市東区三苫3-4-14

せき医院 40_福岡県 福岡市東区三苫7丁目1番32号

青葉レディースクリニック 40_福岡県 福岡市東区若宮5丁目18-21

医療法人 松崎クリニック 40_福岡県 福岡市東区松崎2丁目22番6号

医療法人 平沼整形外科 40_福岡県 福岡市東区松崎3丁目33-41

医療法人ホームケア よつばの杜クリ

ニック
40_福岡県 福岡市東区松崎4丁目40-18

江森医院 40_福岡県 福岡市東区城浜団地8-2

いわくに内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区水谷2-1-1

千早ハートクリニック 40_福岡県 福岡市東区水谷2丁目50-1

山田医院 40_福岡県 福岡市東区西戸崎4-9-15

医療法人 田辺整形外科・皮膚科医院 40_福岡県 福岡市東区青葉2-1-16

医療法人 おかもと小児科クリニック 40_福岡県 福岡市東区青葉2丁目8-34

医療法人 あおばクリニック 40_福岡県 福岡市東区青葉3-1-6

社会医療法人 原土井病院 40_福岡県 福岡市東区青葉6丁目40番8号

なかむら眼科 40_福岡県 福岡市東区千早1-8-10

国家公務員共済組合連合会 千早病院 40_福岡県 福岡市東区千早2丁目30番1号

福岡輝栄会病院 40_福岡県 福岡市東区千早4-14-40

ちはやACTクリニック 40_福岡県 福岡市東区千早5-20-1-7階

なんり小児科クリニック 40_福岡県 福岡市東区千早5-20-1-2F

はらまき内科消化器内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区千早6-5-13

辻内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区多の津1-7-1

おおがみ医院 40_福岡県 福岡市東区多々良1-7-2

ホームケアクリニック 40_福岡県 福岡市東区土井1-21-1

石橋整形外科 40_福岡県 福岡市東区土井1丁目1-3

宮岡皮膚科 40_福岡県 福岡市東区土井1丁目21-1 サンコービル2F

鮎川内科 40_福岡県 福岡市東区土井2-8-9 土井CDSビル1F

ゆめタウン総合クリニック 40_福岡県 福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン2階

岡田内科医院 40_福岡県 福岡市東区奈多3-1-16

多田循環器内科・内科 40_福岡県 福岡市東区馬出1-24-42-3F

増田内科小児科医院 40_福岡県 福岡市東区馬出5-35-17

古賀医院 40_福岡県 福岡市東区箱崎1-20-18

田村医院 40_福岡県 福岡市東区箱崎1-24-31

ふじの内科循環器科クリニック 40_福岡県 福岡市東区箱崎1-38-3

黒木クリニック 40_福岡県 福岡市東区箱崎1丁目3-6

医療法人 永聖会 松田耳鼻咽喉科病院 40_福岡県 福岡市東区箱崎2丁目10番2号

二宮医院 40_福岡県 福岡市東区箱崎2丁目4-1

よしむら脳神経外科・頭痛クリニック 40_福岡県 福岡市東区箱崎6-13-3
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医療法人 貝塚病院 40_福岡県 福岡市東区箱崎7-7-27

土器医院 40_福岡県 福岡市東区八田2-21-3

医療法人社団 かもりクリニック 40_福岡県 福岡市東区舞松原1-11-11

池田小児科内科クリニック 40_福岡県 福岡市東区名島2-22-10

松井内科胃腸クリニック 40_福岡県 福岡市東区名島2丁目2-22

伊東内科小児科医院 40_福岡県 福岡市東区名島2丁目41-5

医療法人 あんのうクリニック 40_福岡県 福岡市東区和白3丁目17-24

福岡和白総合健診クリニック 40_福岡県 福岡市東区和白丘2-11-17

社会医療法人財団 池友会 福岡和白病

院
40_福岡県 福岡市東区和白丘2-2-75

秋山とおる整形外科医院 40_福岡県 福岡市東区和白丘3丁目22-1

かめざき小児科医院 40_福岡県 福岡市東区和白丘4-30-25

三原ちひろクリニック 40_福岡県 福岡市東区和白東2-13-35

医療法人互舎会 筥松病院 40_福岡県 福岡市東区筥松1丁目3番9号

荒巻医院 40_福岡県 福岡市東区筥松2丁目14-4

医療法人 髙野胃腸科 40_福岡県 福岡市東区筥松2丁目24-11

医療法人 府川医院 40_福岡県 福岡市南区井尻3-14-25

諸岡小児科 40_福岡県 福岡市南区井尻3-9-21

吉兼内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区塩原1-4-21

おがた内科・こどもクリニック 40_福岡県 福岡市南区横手2-18-15

矢田部内科循環器科医院 40_福岡県 福岡市南区横手2-38-20

清水クリニック 40_福岡県 福岡市南区横手2丁目8-7

いでこどもアレルギークリニック 40_福岡県 福岡市南区横手3丁目32-19

徳永内科医院 40_福岡県 福岡市南区横手3丁目40-2

医療法人 弘仁会 筑紫診療所 40_福岡県 福岡市南区横手南町3-26

野口内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区屋形原4-17-15

独立行政法人国立病院機構福岡病院 40_福岡県 福岡市南区屋形原4-39-1

いとう循環器内科クリニック 40_福岡県
福岡市南区花畑1-45-34-2F, HANAHATA 

CLINIC ビル

松田整形外科 40_福岡県 福岡市南区花畑1丁目45-34

しばた内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区花畑2-32-18

田口外科クリニック 40_福岡県 福岡市南区花畑3丁目33-10

山下整形外科医院 40_福岡県 福岡市南区玉川町18-7

医)やの内科胃腸科クリニック 40_福岡県 福岡市南区玉川町5-19

けやごう内科胃腸内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区警弥郷1-17-13

医療法人 南島整形外科 40_福岡県 福岡市南区警弥郷3-2-3

社会医療法人 喜悦会 那珂川病院 40_福岡県 福岡市南区向新町2-17-17

小林内科小児科糖尿病内科医院 40_福岡県 福岡市南区高宮1-9-26

医療法人 やなせ内科医院 40_福岡県 福岡市南区高宮5-18-4
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医療法人 緑心会 福岡保養院 40_福岡県 福岡市南区高木1-17-5

岡本医院 40_福岡県 福岡市南区皿山2丁目3番19号

松岡内科胃腸科クリニック 40_福岡県 福岡市南区市崎1-9-12

みみ・はな・のど せがわクリニック 

若久通り院
40_福岡県 福岡市南区若久1丁目1-5

原病院 40_福岡県 福岡市南区若久2-6-1

医療法人 友医会 牛尾医院 40_福岡県 福岡市南区若久4-5-3

内科循環器科田代医院 40_福岡県 福岡市南区若久5-1-5

医療法人 うらた整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市南区若久6丁目8番1号

たかた内科医院 40_福岡県 福岡市南区清水3-20-29

やまもとこどもの診療所 40_福岡県 福岡市南区清水3丁目8-7

木下内科循環器科医院 40_福岡県 福岡市南区西⾧住1-9-50

医)植田クリニック 40_福岡県 福岡市南区大橋1-14-5

山田耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市南区大橋1-15-12

たけや内科胃腸科医院 40_福岡県 福岡市南区大橋1-21-10

医)かじクリニック 40_福岡県 福岡市南区大橋1-2-8 レーベント大橋2階

大橋ごう脳神経外科・脳神経内科クリ

ニック
40_福岡県 福岡市南区大橋1-9-16

しもむら内視鏡クリニック(内科・消化

器内科・健康診断)
40_福岡県 福岡市南区大橋1-9-16 レンテ福岡ビル4階

医療法人 浦門整形外科医院 40_福岡県 福岡市南区大橋1丁目17-13

とじたま甲状腺・糖尿病クリニック 40_福岡県
福岡市南区大橋1丁目9-16 

LenteFUKUOKA2F

医療法人 菅原内科医院 40_福岡県 福岡市南区大橋2-3-20

つちや内科・循環器内科クリニック 40_福岡県
福岡市南区大橋2丁目2-17 大橋駅南クリニッ

クビル2階

にしだ眼科 40_福岡県 福岡市南区大橋3丁目12-5

藤田整形外科医院 40_福岡県 福岡市南区大橋3丁目31-19 奥山ビル3階

上田整形外科・外科医院 40_福岡県 福岡市南区大橋4-24-38

医療法人 しみずクリニック 40_福岡県 福岡市南区大橋4-9-16

華笑クリニック 40_福岡県 福岡市南区大楠2-10-9

よしなり内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区大楠2-3-10-3F

平尾ごう脳神経外科クリニック 40_福岡県 福岡市南区大楠2-8-29

医療法人 大石整形外科眼科クリニック 40_福岡県 福岡市南区大楠3-25-1

青見内科胃腸内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区大楠3丁目17番21号

もりや耳鼻咽喉科 40_福岡県 福岡市南区中尾2丁目3-25

(医)光生会 かなざわクリニック 40_福岡県 福岡市南区中尾3-37-20

医療法人 本庄眼科医院 40_福岡県 福岡市南区中尾3丁目35-11
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医)野口整形外科・外科医院 40_福岡県 福岡市南区⾧丘1-1-10

ささぐり内科循環器科クリニック 40_福岡県 福岡市南区⾧丘3-3-8

なかむら内科・外科クリニック 40_福岡県 福岡市南区⾧丘3-9-6

森永外科医院 40_福岡県 福岡市南区⾧丘4-9-5

医療法人 ⾧丘五丁目クリニック 40_福岡県 福岡市南区⾧丘5丁目28番10号

医療法人 漱流会 佐藤クリニック 40_福岡県 福岡市南区⾧住1-9-15

ふくだ内科循環器科 40_福岡県 福岡市南区⾧住2-1-11

医療法人 野上耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市南区⾧住5-11-25

医療法人 鳳優葵 こばやし眼科 40_福岡県 福岡市南区鶴田3-10-40

もとむら小児科医院 40_福岡県 福岡市南区鶴田3丁目10-3

医療法人 永野医院 40_福岡県 福岡市南区柏原6丁目19番26号

田中医院 40_福岡県 福岡市南区桧原3-22-20

医療法人 すみい婦人科クリニック 40_福岡県
福岡市南区平和1-2-24 メディカルビルルミナ

ンス平尾2階

南昌江内科クリニック 40_福岡県 福岡市南区平和1-4-6

近藤整形クリニック 40_福岡県 福岡市南区平和1-6-56

福田皮ふ科野間四ッ角クリニック 40_福岡県 福岡市南区野間1-11-31-2F

医療法人 たかやま内科医院 40_福岡県 福岡市南区野間1-9-20

医療法人 くがクリニック 40_福岡県 福岡市南区野間1丁目9-8

村山循環器科内科医院 40_福岡県 福岡市南区野間3丁目3-6

山口皮膚科医院 40_福岡県 福岡市南区野間4-2-10

独立行政法人国立病院機構九州がんセ

ンター
40_福岡県 福岡市南区野多目3-1-1

医)大森整形外科医院 40_福岡県 福岡市南区弥永4丁目6-15

医療法人 同信会 福岡整形外科病院 40_福岡県 福岡市南区柳河内2-10-50

西岡病院 40_福岡県 福岡市南区老司2-3-34

医療法人 小田辺内科医院 40_福岡県 福岡市南区老司2丁目20-31

望月眼科 40_福岡県 福岡市南区老司4丁目1-45

髙岸小児科医院 40_福岡県 福岡市博多区銀天町1-3-7

医療法人 丸岡内科クリニック 40_福岡県
福岡市博多区下臼井778-1 福岡空港国内線旅

客ターミナルビル2F

もとこクリニック祇園 40_福岡県 福岡市博多区祇園町2-8-2F

山本外科医院 40_福岡県 福岡市博多区吉塚2-7-27

医療法人 誠十字クリニック 40_福岡県 福岡市博多区吉塚5-6-32

医療法人 相生会 新吉塚病院 40_福岡県 福岡市博多区吉塚7丁目6-29

医療法人 れぐと会 せいわ整形外科内

科医院
40_福岡県 福岡市博多区吉塚8-1-12

内科小児科大西医院 40_福岡県 福岡市博多区吉塚本町10-28

医療法人安元内科・胃腸クリニック 40_福岡県 福岡市博多区吉塚本町13-27 2Ｆ
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一木医院 40_福岡県 福岡市博多区銀天町1-5-8

医療法人明楽会 くまクリニック 40_福岡県 福岡市博多区銀天町2-2-3

戸早医院 40_福岡県 福岡市博多区銀天町3丁目1-11

伊藤整形外科医院 40_福岡県 福岡市博多区三筑1-2-8

宿久耳鼻咽喉科 40_福岡県 福岡市博多区寿町2丁目9-30

アビエス クリニック 40_福岡県
福岡市博多区住吉1-2-25 ビジネスセンタービ

ル1階

(医)博腎会病院 40_福岡県 福岡市博多区住吉2-21-21

医療法人 竹田内科医院 40_福岡県
福岡市博多区住吉3-1-18 福岡都心共同住宅 1

階

医療法人 医龍会 安部整形外科クリ

ニック
40_福岡県 福岡市博多区住吉4-8-24-2F

医療法人 つつい皮ふ科形成外科クリ

ニック
40_福岡県

福岡市博多区住吉4丁目8-24 住吉メディカル

ビル 3階

村上胃腸科内科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区諸岡1-19-12

森田レディスクリニック 40_福岡県 福岡市博多区諸岡1丁目23-19

くらおかしょうここどもクリニック 40_福岡県 福岡市博多区諸岡2丁目13-26

医療法人 原田医院 40_福岡県 福岡市博多区諸岡3-6-25

大島眼科病院 40_福岡県 福岡市博多区上呉服町11-8

医療法人武水会 上川端クリニック 40_福岡県
福岡市博多区上川端町4-221 上川端メディカ

ルステーション2F

籠田医院(こもりたいいん) 40_福岡県 福岡市博多区西春町1丁目2番-16号

嘉村産婦人科医院 40_福岡県 福岡市博多区西春町1丁目7-14

みやざき整形外科  リハビリテーショ

ンクリニック
40_福岡県 福岡市博多区西春町3-1-2

南福岡さくらクリニック 40_福岡県 福岡市博多区西春町3丁目1-1

医療法人社団慶生会 慶生会クリニック

福岡
40_福岡県 福岡市博多区石城町1-1 NDSビル2階

医療法人 梅野小児科内科医院 40_福岡県 福岡市博多区千代1-33-2

野田医院 40_福岡県 福岡市博多区千代3-3-9

住吉クリニック 40_福岡県
福岡市博多区千代4-1-33 西鉄千代県庁口ビル

1F

藤原脳神経外科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区千代4-29-24

医療法人相生会ピーエスクリニック 40_福岡県
福岡市博多区店屋町6-18 ランダムスクエア8

階

ごんどう外科胃腸科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区東雲町2丁目1-18

医療法人柏愛会 林整形外科医院 40_福岡県 福岡市博多区東月隈4丁目1番20号

吉本整形外科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区東那珂1-15-58

桑原医院 40_福岡県 福岡市博多区東那珂1丁目17-11
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あべ胃腸内視鏡・内科 40_福岡県 福岡市博多区東那珂3-2-30

ほうち耳鼻咽喉科 40_福岡県 福岡市博多区東那珂3丁目2番30号

医療法人 ながら医院 40_福岡県 福岡市博多区東比恵3丁目20-1

東比恵内科 40_福岡県
福岡市博多区東比恵4-4-8 メモアール東比恵

2F

医療法人 山口整形外科医院 40_福岡県 福岡市博多区那珂3-11-15

もんでん内科ハートクリニック 40_福岡県 福岡市博多区那珂6-25-25-1

古寺内科医院 40_福岡県 福岡市博多区南八幡町2丁目3番10号

永島クリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅前1-1-1 博多新三井ビル

B2

朝日クリニック富田耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル4階

みぶ博多駅前クリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2-17-15-2階

山下司内科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル1階

一般財団法人 西日本産業衛生会 福岡

健診診療所
40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル6F

たなかメンタルクリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2-3-7 シティ21ビル3F

さかもと内科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2-3-7-2F

森永整形外科クリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅前2-3-7-2階 シティ21ビ

ル

朝日クリニック 富田耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前2丁目1-1

はかたペインクリニック外科・麻酔科 40_福岡県
福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 福岡朝日

ビル6階

不知火クリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前3-16-13-1

九州総合診療クリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジ

ネスセンター1F

(一財)日本予防医学協会附属診療所

ウェルビーイング博多
40_福岡県

福岡市博多区博多駅前3丁目19-5 博多石川ビ

ル2F

林眼科病院 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前4-23-35

あんぬクリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅前4-4-20

のむら内科・神経内科クリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅中央街1-1 新幹線博多ビ

ル

医療法人 横山裕クリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅中央街1-1 新幹線博多ビ

ル5階

風の街 よしだ外科・内科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅中央街5-14-6F

医療法人福岡桜十字 桜十字博多駅健診

クリニック
40_福岡県

福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル8

階
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医療法人 つくしクリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅東 2-2-2 博多東ハニービ

ル3F

医療法人蔵本ウイメンズクリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅東1-1-19

原口クリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-5-3F

医)博多駅東クリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅東1-13-9 いちご博多駅東

ビル2階

浜の町病院 福岡合同庁舎診療所 40_福岡県
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新

館3階

博多ひのきクリニック 40_福岡県
福岡市博多区博多駅南1丁目8-34 博多駅FRビ

ル7階

博多駅南とくながクリニック 40_福岡県 福岡市博多区博多駅南3丁目18-2 1F

重松内科医院 40_福岡県 福岡市博多区麦野4-32-15

医療法人 石橋内科医院 40_福岡県 福岡市博多区麦野5-1-10

かきの脳神経外科・内科クリニック 40_福岡県 福岡市博多区麦野6-22-11

医療法人 古川医院 40_福岡県 福岡市博多区板付3丁目14-2

平橋内科医院 40_福岡県 福岡市博多区板付7丁目2-11

医療法人 幸雄会 古原医院 40_福岡県 福岡市博多区比恵町18-1

医療法人 悦可会 杉野眼科医院 40_福岡県 福岡市博多区美野島4-5-3

とも整形外科スポーツクリニック 40_福岡県 福岡市博多区豊1-4-32

中須賀内科循環器科 40_福岡県 福津市花見が丘1-5-15

福間病院 40_福岡県 福津市花見が浜1-5-1

医療法人 寛晴会 みやじ参道クリニッ

ク
40_福岡県 福津市宮司2-1-50

医療法人 寛晴会 上田医院 40_福岡県 福津市宮司6丁目10番1号

医療法人 松岡内科医院 40_福岡県 福津市宮司6丁目4番1号

まつなが小児科医院 40_福岡県 福津市宮司浜3-22-24

松野脳神経クリニック 40_福岡県 福津市光陽台1丁目1番地5

渡辺クリニック 40_福岡県 福津市若木台1-12-2

勝浦クリニック 40_福岡県 福津市勝浦3154-2

日野皮フ科医院 40_福岡県 福津市中央1丁目1-9

おがわせせらぎ診療所 40_福岡県 福津市中央3-1-1 福間駅ビル1F105

医療法人 恒樹会 なかしま眼科医院 40_福岡県 福津市中央4-20-10

福津内科クリニック 40_福岡県 福津市中央4-20-17

医)荒牧整形外科医院 40_福岡県 福津市中央4-21-5

医療法人 宗隆会 上妻整形外科医院 40_福岡県 福津市中央5丁目24-7

福間諏訪クリニック 40_福岡県 福津市中央6-19-1

医療法人 たけなかこどもクリニック 40_福岡県 福津市中央6-22-33

桑原整形外科医院 40_福岡県 福津市中央6丁目10-5
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医療法人 静かな海の会 津屋崎中央病

院
40_福岡県 福津市渡1564番地

あいだ医院 40_福岡県 福津市東福間3-4-3

とも子どもクリニック 40_福岡県 福津市日蒔野5丁目13番1

ひらた眼科 40_福岡県 福津市日蒔野5丁目14-6

ひまきのクリニック内科循環器内科 40_福岡県 福津市日蒔野5丁目5-11

菜の花診療所 40_福岡県
福津市日蒔野5丁目5-1 ルネスプリムローズ

102

介護老人保健施設 水光苑 40_福岡県 福津市日蒔野5丁目7番地の2

青野内科小児科医院 40_福岡県 福津市福間南三丁目1番26号

清田整形外科医院 40_福岡県 豊前市恒富35-1

医療法人 こが内科 40_福岡県 豊前市三楽140-2

重岡胃腸科外科医院 40_福岡県 豊前市三毛門773-1

花岡内科循環器科医院 40_福岡県 豊前市赤熊1330

きくち内科クリニック 40_福岡県 豊前市大字吉木440-1

医療法人社団 祥和会  大川病院 40_福岡県 豊前市大字四郎丸281

八屋第一診療所 40_福岡県 豊前市大字八屋2581

みやかわファミリークリニック 40_福岡県 北九州市若松区高須西1-2-34

三原クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区旭町2-14

一枝クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区一枝2-3-26

にし脳神経外科クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区沖台1-6-37

菅原眼科医院 40_福岡県 北九州市戸畑区境川2丁目15-5

療養介護事業所 牧山療養院 40_福岡県 北九州市戸畑区初音町13番13号

こうゆうファミリークリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区小芝1丁目1-32

社会医療法人 共愛会 戸畑リハビリ

テーション病院
40_福岡県 北九州市戸畑区小芝2丁目4-31

介護老人保健施設 あやめの里 40_福岡県 北九州市戸畑区小芝2丁目4番18号

熊野眼科医院 40_福岡県 北九州市戸畑区新池1-6-6

くのう肛門胃腸クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区西大谷1-3-18

大原小児科医院 40_福岡県 北九州市戸畑区千防1-11-20

つくし循環器内科 40_福岡県 北九州市戸畑区千防2丁目6-24

幸町外科医院 40_福岡県 北九州市戸畑区千防3-6-19

たかぎクリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区浅生2-7-2-103

社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院 40_福岡県 北九州市戸畑区沢見2-5-1

医療法人 池園医院 40_福岡県 北九州市戸畑区中原西3丁目2番10号

耳鼻咽喉科たかじょうクリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区天神1丁目12-6

城戸内科クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区天神1丁目6-21

せぐち泌尿器科皮ふ科クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町2-19

医療法人 日野内科医院 40_福岡県 北九州市戸畑区東大谷1丁目1-11
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社会医療法人 共愛会 明治町クリニッ

ク
40_福岡県 北九州市戸畑区明治町10-18

しらいし耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 北九州市戸畑区明治町3-19

田村内科クリニック 40_福岡県 北九州市若松区塩屋1-26-41

三好内科・循環器内科クリニック 40_福岡県 北九州市若松区塩屋2丁目1-7

こむら小児科 40_福岡県 北九州市若松区塩屋4丁目1番20号

こが医院 40_福岡県 北九州市若松区下原町4-11

医療法人 若愛会 山内クリニック 40_福岡県 北九州市若松区下原町9-13

村井クリニック 40_福岡県 北九州市若松区鴨生田1丁目1-30

佐藤医院 40_福岡県 北九州市若松区鴨生田2丁目9番12号

医療法人むらかみ眼科医院 40_福岡県 北九州市若松区高須東3-13-10

医療法人 北尾耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市若松区高須東3-13-7

医療法人 久保内科消化器科医院 40_福岡県 北九州市若松区高須南1-8-35

たかす心療クリニック 40_福岡県 北九州市若松区高須南2-1-30

医療法人 今光会 今光ホームクリニッ

ク
40_福岡県 北九州市若松区今光1-9-10

医療法人三芳会 若戸病院 40_福岡県 北九州市若松区小敷ひびきの1-10-1

あけだ内科医院 40_福岡県 北九州市若松区青葉台南二丁目17番11号

医療法人 さいとう&さめしまクリニッ

ク
40_福岡県 北九州市若松区棚田町11-13

西尾皮フ科クリニック 40_福岡県 北九州市若松区中川町9-14

鈴木眼科クリニック 40_福岡県 北九州市若松区東二島4-7-1

金﨑耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市若松区東二島4-7-5

医療法人 二島医院 40_福岡県 北九州市若松区東二島4丁目1-11

医療法人 桃坂クリニック 40_福岡県 北九州市若松区二島5丁目20番6号

森内科小児科医院 40_福岡県 北九州市若松区二島5丁目4-61

医療法人 徹滋会 北﨑医院 40_福岡県 北九州市若松区白山1丁目2-21

若松おの眼科 40_福岡県 北九州市若松区本町3-7-9

医療法人 さかい内科呼吸器科医院 40_福岡県 北九州市若松区本町3丁目4-10

医)永井整形外科外科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区横代北町2丁目6-34

医療法人 岩本内科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区下石田1-2-8

医療法人 千昌会 中原クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区下石田3丁目10-19

はら内科整形外科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区下曽根1-8-16

藤村医院 40_福岡県 北九州市小倉南区下曽根3-5-11

しもそね眼科 40_福岡県
北九州市小倉南区下曽根新町10-1 サニーサイ

ドモール小倉2階

中村内科循環器科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区下曽根新町18-1

医療法人 やぎゅうクリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区葛原5-6-32

坂本耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区葛原東3丁目14-3
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医療法人 聖心会 久能整形外科消化器

科医院
40_福岡県 北九州市小倉南区葛原東3丁目14-49

医療法人社団 明愛会 小倉南メディカ

ルケア病院
40_福岡県 北九州市小倉南区葛原東二丁目14番2号

周田医院 40_福岡県 北九州市小倉南区葛原本町1-10-16

医療法人熊谷医院 40_福岡県 北九州市小倉南区葛原本町3-5-7

猪原整形外科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区企救丘5-20-3

さくら整形外科・内科・リハビリテー

ション科医院
40_福岡県 北九州市小倉南区朽網西1丁目17-13

医療法人 恵陽会 ひのクリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区朽網東2-11-4

岡田クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区志井1710-1

古賀クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区志徳2丁目6-15-101

あみと小児科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区守恒2-1-37

医療法人下川眼科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区守恒本町2丁目2-34-202

小倉医療センター 40_福岡県 北九州市小倉南区春ケ丘10-1

医療法人 小野クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区沼新町1-2-10

岡林医院 40_福岡県 北九州市小倉南区沼南町2丁目2-22

としか内科循環器科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区沼緑町5-3-2

さかもとひでひさ眼科 40_福岡県 北九州市小倉南区上葛原2-17-16

よしひろ内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区上葛原2丁目17-14

医療法人 そお小児科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区上曽根5-2-1

医療法人 東谷医院 40_福岡県 北九州市小倉南区新道寺129-4

医療法人 杏和会 平尾台病院 40_福岡県 北九州市小倉南区大字木下555番地

医療法人 渋江医院 40_福岡県 北九州市小倉南区中吉田3-20-1

久保内科消化器科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区中曽根5-7-22

医療法人 石橋胃腸内科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区⾧尾4-33-8

小倉セントラル病院 40_福岡県 北九州市小倉南区⾧野本町4丁目6番1号

医療法人 もりたこどもクリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区田原新町2-3-19

坂本クリニック耳鼻咽喉科 40_福岡県 北九州市小倉南区湯川1-3-23

おかべクリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区湯川5丁目5-34

医療法人 ゆたかクリニック 40_福岡県 北九州市小倉南区湯川新町4-24-11

医療法人 都留内科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区徳吉西3丁目5-25

医療法人 井上眼科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区徳力3-14-12

医療法人 小倉糖腎会げんだいクリニッ

ク
40_福岡県 北九州市小倉南区徳力4丁目15-10

医療法人 幸の鳥医院 40_福岡県 北九州市小倉南区徳力新町1丁目20-16

徳力小野医院 40_福岡県 北九州市小倉南区徳力新町2丁目13-26

医療法人 徳力団地診療所 40_福岡県 北九州市小倉南区徳力団地2-10

医療法人 手島整形外科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区南方3-1-27
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久米整形外科医院 40_福岡県 北九州市小倉南区富士見2-3-30

医療法人 成康会 堤小倉病院 40_福岡県 北九州市小倉南区堀越358番地

小倉少年鑑別支所 診療所 40_福岡県 北九州市小倉南区葉山町1-1-7

やの眼科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区愛宕1丁目5-70

水之江クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区井堀3-24-8

医療法人 北城クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区宇佐町2丁目8-13

ひまりクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区下到津1-4-11

庄野クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区下到津4-10-35

医療法人社団 愛信会 小倉到津病院 40_福岡県 北九州市小倉北区下到津5-10-31

医療法人 佐伯医院 40_福岡県 北九州市小倉北区下富野3-11-1

清水ファミリークリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区下富野4-21-13

あすなろ内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区下富野5丁目26-28

小倉ひまわり眼科 40_福岡県
北九州市小倉北区魚町1-2-17 魚町米原ビル2

階

ケーズ皮膚科 美容皮膚科 小倉魚町院 40_福岡県 北九州市小倉北区魚町1-3-5 西川ビル2階

森クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区魚町4-3-8 モナトリエ1F

鳥居耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区京町1-2-24

行徳クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区京町1-2-24 小倉新興ビル7F

ほりたレディースクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区京町3-1-1 B1F

京町眼科 40_福岡県 北九州市小倉北区京町3丁目1-1

医療法人 大串皮膚泌尿器科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区金鶏町1-38

なおみ&ふじおクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区金鶏町5-22

国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 40_福岡県 北九州市小倉北区金田1丁目3-1

松永胃腸内科外科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区熊本1丁目9-10

ぐしま胃腸内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区原町1-14-20

安元耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区原町2-6-20

大久保内科胃腸科 40_福岡県 北九州市小倉北区高坊1-10-16

やない内科循環器科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区黒原1丁目1-5

医療法人 やまさき内科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区黒原三丁目2-32

岸本内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区今町1-1-16

医療法人 清陵会 南ケ丘病院 40_福岡県 北九州市小倉北区今町3-13-1

すなつ松井クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区砂津2-1-37

天ヶ瀬クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区三萩野1丁目12-28-2F

(一財)西日本産業衛生会 北九州健診診

療所
40_福岡県 北九州市小倉北区室町3-1-2

わだ整形外科・内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区篠崎2-45-11
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医療法人 きのした内科消化器科クリ

ニック
40_福岡県 北九州市小倉北区篠崎3-9-6

池田内科・呼吸器内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区若富士町7-20

前山整形外科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区重住3-4-27

久保内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区上到津4丁目7-27

医療法人 赤司医院 40_福岡県 北九州市小倉北区新高田2丁目2番10号

金苗医院 40_福岡県 北九州市小倉北区真鶴1-1-1

久米内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区真鶴1-3-23

医療法人おおごう会 大郷内科クリニッ

ク
40_福岡県 北九州市小倉北区真鶴1-4-12

在宅サポートながさきクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区真鶴1丁目4-11

医療法人 ひびき会 高野内科クリニッ

ク
40_福岡県 北九州市小倉北区真鶴2-8-23

かたえ整形外科・リウマチ科 40_福岡県 北九州市小倉北区真鶴2丁目10-5

きよみず耳鼻咽喉科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区清水2-11-15

医療法人 濵口産婦人科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区清水2-14-20

かもめ医院 40_福岡県 北九州市小倉北区赤坂1丁目8番7号1階

東眼科 40_福岡県
北九州市小倉北区浅野1-1-1 アミュプラザ 7

階

やすだクリニック 40_福岡県
北九州市小倉北区浅野2-14-1 小倉興産KMM

ビル2F

医療法人 ひわきクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区浅野2-14-65

わかまつクリニック 40_福岡県
北九州市小倉北区浅野二丁目14番1号 KMMビ

ル2階

眼科鍋島医院 40_福岡県 北九州市小倉北区船場町4-26

レディースクリニックくわのきみこ 40_福岡県
北九州市小倉北区船場町4丁目27 船場クリス

タ4F

藤井内科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区船場町5-5 船場ビル2階

医療法人 勝本外科日帰り手術クリニッ

ク
40_福岡県 北九州市小倉北区足立2丁目1-10

大手町いまながクリニック 40_福岡県
北九州市小倉北区大手町13-34 ハローパーク

大手町2階

医療法人 さがら内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区大畠3-3-50-1

伊与田医院 40_福岡県 北九州市小倉北区鍛冶町1-3-8

合馬内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区鍛冶町2-2-22

はまのうえ眼科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区中井2-14-6-2F

もりもと整形リハビリクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区中井2-4-10

医療法人 田中内科クリニック 40_福岡県
北九州市小倉北区中井2丁目14-6 YSクリニッ

クビル1階
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医療法人 ゆげ小児科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区中井3-17-8

渡辺内科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区中井4-4-21

やなぎさわ皮フ科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区中井5-14-3

医療法人 田辺内科精神科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区朝日ヶ丘3-10

医療法人 聖亮会 萬納寺医院 40_福岡県 北九州市小倉北区田町6-30

医療法人 田中整形外科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区田町9番26号

ますち内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区南丘1丁目22-11

しおもりクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区日明2丁目9-3

医療法人 堀内医院 40_福岡県 北九州市小倉北区日明3丁目5-4

貞元内科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区馬借1-10-8

医療法人 かわい泌尿器科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区馬借3-3-34

医療法人 よしだ小児科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区馬借3-3-36

しらにた整形外科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区白銀1-6-13

秋吉内科・小児科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区米町1-5-10

こくらアレルギークリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区米町2-2-1 新小倉ビル2階

医療法人 中川クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区片野1-1-57

清水医院 40_福岡県 北九州市小倉北区片野1丁目11-23

柏木内科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区片野2-21-10

たまき腎クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区片野2-21-11

はたけやまクリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区片野3-4-18

医療法人きはら内科クリニック 40_福岡県 北九州市小倉北区片野新町3-1-1-201

医療法人 肱岡整形外科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区片野新町3-1-1-205

新栄会病院 40_福岡県 北九州市小倉北区弁天町12-11

白石胃腸科内科医院 40_福岡県 北九州市小倉北区木町3-10-16

引野口循環器クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区引野1丁目3-8

権頭クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区永犬丸2-10-10

医療法人 片山内科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区永犬丸三丁目2番3号

医療法人 桜クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目11-11

山脇内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区永犬丸南町1-11-13

今井医院 40_福岡県 北九州市八幡西区沖田2-17-1

(医)そのだ整形外科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区下上津役1-1-1

井立耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区下上津役1丁目10-16

医療法人 健美会 佐々木病院 40_福岡県 北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号

<医>青山整形外科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区穴生2-8-12

医療法人 西田啓子内科・糖尿病内科ク

リニック
40_福岡県 北九州市八幡西区光貞台1-3-26

医療法人社団 鍵山医院 40_福岡県 北九州市八幡西区光明1丁目8番8号

二宮内科循環器科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区光明2丁目4-13

時山内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区紅梅1丁目7-22
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みやけクリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区紅梅2-10-20

吉川医院 40_福岡県 北九州市八幡西区香月西3丁目3-11

医療法人 末廣医院 40_福岡県 北九州市八幡西区香月中央3-2-15

井上産婦人科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区黒崎1-3-4

医療法人 ひらのクリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区黒崎1-5-7 サンビル7F

サンビル日高外科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区黒崎1-5-7 サンビル6階

井上産婦人科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区黒崎1丁目3-4

佐藤由美子婦人科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区黒崎三丁目4-5

山口内科医院 40_福岡県
北九州市八幡西区黒崎二丁目10-18 黒崎セン

タービル2階

浜崎病院 40_福岡県 北九州市八幡西区小嶺台1-1-15

福地内科循環器科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区上の原4丁目19-11

古川眼科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区陣原3-23-9

医療法人 俊英会 有吉サテライトクリ

ニック
40_福岡県 北九州市八幡西区菅原町2-13

医療法人 俊英会 有吉クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区菅原町5-1

医療法人 神原クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区西神原町9-19

青山中央外科病院 40_福岡県 北九州市八幡西区青山一丁目7番2号

奥内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区折尾4-8-10-103

櫻井医院 40_福岡県 北九州市八幡西区折尾4丁目2-10

ゆかりアイクリニック 40_福岡県
北九州市八幡西区折尾4丁目8-10 折尾クロス

テージ106

はしぐち整形外科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区千代3丁目1-7

医療法人)脇園耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区千代ヶ崎2-1-14

二階堂内科呼吸器科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区千代ケ崎3丁目1-12

医療法人 後藤外科胃腸科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区浅川2-15-20

医療法人 もりた内科・循環器科クリ

ニック
40_福岡県 北九州市八幡西区浅川学園台3-10-3

医療法人 田中内科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区相生町10-7

櫻井整形外科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区相生町13-31

(医療法人)北九州ネフロクリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区則松2-8-21

綾部医院 40_福岡県 北九州市八幡西区則松4丁目16-11

あきた産科婦人科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区則松7-21-1

中本ゆき内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区大浦1-12-25

中野胃腸クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区大浦1-1-35

野田消化器科内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区大浦1-6-20

大平メディカルケア病院 40_福岡県 北九州市八幡西区大平3丁目14番7号

さとうレディスクリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区鷹ノ巣1-11-5
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ふるた整形外科・形成外科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区中の原2-19-3

健和会町上津役診療所 40_福岡県 北九州市八幡西区町上津役東1-7-38

小嶺外科胃腸科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区町上津役東二丁目1番13号

ふじもと内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区鉄竜1-3-3

医療法人 しょうわ会 正和なみき病院 40_福岡県 北九州市八幡西区東王子町13-1

阿南内科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区東神原町1-4

医療法人 白土医院 40_福岡県 北九州市八幡西区東筑1丁目6-23

重村医院 40_福岡県 北九州市八幡西区藤原二丁目17番10号

よしの胃腸内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区楠木2-17-11

医療法人まつもと内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区日吉台1丁目25-29

医療法人 石橋医院 40_福岡県 北九州市八幡西区馬場山緑1-6

林皮膚科泌尿器科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区萩原3-4-9

東筑病院 40_福岡県 北九州市八幡西区八枝1丁目7番20号

医療法人 ありよし小児科内科クリニッ

ク
40_福岡県 北九州市八幡西区本城東1-16-24

ながい内科・循環器内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区本城東1丁目10-13

医療法人 榊原クリニック 40_福岡県 北九州市八幡西区木屋瀬1丁目24番16号

数住医院 40_福岡県 北九州市八幡西区木屋瀬3丁目16-15

医療法人 西田医院 40_福岡県 北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目8番1号

本城外科整形外科医院 40_福岡県 北九州市八幡西区友田二丁目4-1

原内科循環器科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区祇園2丁目12-16

医療法人 野見山医院 40_福岡県 北九州市八幡東区祇園2丁目12-9

くみこキッズクリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区枝光本町1-2

医療法人 横溝医院 40_福岡県 北九州市八幡東区祝町2-13-2

中野内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区春の町1-6-20

医療法人 博悠会 わたなべクリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区春の町3丁目1-6

かどもと眼科医院 40_福岡県 北九州市八幡東区春の町5丁目13-4

オカダ医院 40_福岡県 北九州市八幡東区春の町5丁目13-8

医療法人有吉医院 40_福岡県 北九州市八幡東区昭和1丁目3-6

医療法人緑風会 昭和町クリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区昭和2丁目1番10号

ホームケアクリニックたんぽぽ 40_福岡県 北九州市八幡東区昭和二丁目1番13号

(医)敬人会 麻生医院 40_福岡県 北九州市八幡東区大蔵2丁目14-8

たつのおとしごクリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区大蔵三丁目2番1号

小野外科内科医院 40_福岡県 北九州市八幡東区茶屋町1-1

医療法人 松島クリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区茶屋町2-8

かじわらクリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区中央2-10-4 3F

こまむらクリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区中央2丁目10-4-2F

胃腸科外科森医院 40_福岡県 北九州市八幡東区中央2丁目2-6
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福井麻酔科内科 40_福岡県 北九州市八幡東区中央3丁目1-11

松井医院 40_福岡県 北九州市八幡東区槻田1-1-1

峯崎内科クリニック 40_福岡県 北九州市八幡東区槻田2丁目2-13

医療法人 隆幸会 河内病院 40_福岡県 北九州市八幡東区田代町20-1

(一財)西日本産業衛生会 北九州産業衛

生診療所
40_福岡県 北九州市八幡東区東田1-4-8

医療法人 石本医院 40_福岡県 北九州市門司区稲積1丁目3-28

医療法人 辻医院 40_福岡県 北九州市門司区永黒2-9-18

新門司病院 40_福岡県 北九州市門司区猿喰615

医療法人 虎野門会 野口整形外科医院 40_福岡県 北九州市門司区錦町10番10号

ふくむら小児科 40_福岡県 北九州市門司区錦町8-10

医療法人 岡本クリニック 40_福岡県 北九州市門司区原町別院12-19

医療法人 糸菊会 泉医院 40_福岡県 北九州市門司区原町別院19番地5

柳瀬皮フ科クリニック 40_福岡県 北九州市門司区原町別院6-10 江藤ビル1階

門司港腎クリニック 40_福岡県 北九州市門司区港町1-20

末永産婦人科麻酔科医院 40_福岡県 北九州市門司区港町6-15

九州鉄道記念病院 40_福岡県 北九州市門司区高田二丁目1番1号

医療法人 鵜木医院 40_福岡県 北九州市門司区社ノ木1-15-7

医療法人 楢崎内科医院 40_福岡県 北九州市門司区社ノ木二丁目5-1

佐伯整形外科医院 40_福岡県 北九州市門司区清見1丁目2番5号

公益社団法人 日本海員掖済会 門司掖

済会病院
40_福岡県 北九州市門司区清滝1丁目3番1号

医療法人 豊司会 新門司病院 40_福岡県 北九州市門司区大字猿喰615番地

医療法人 渡辺胃腸科医院 40_福岡県 北九州市門司区大字畑1423-10

竹内リウマチ整形外科クリニック 40_福岡県 北九州市門司区大里新町2-10

門司メンタルクリニック 40_福岡県 北九州市門司区中町1-33

杉本耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 北九州市門司区中町5-17

医療法人 小森医院 40_福岡県 北九州市門司区⾧谷1-10-23

⾧田医院 40_福岡県 北九州市門司区田野浦1丁目6-1

小松医院 40_福岡県 北九州市門司区東本町1-1-1

植田外科胃腸科医院 40_福岡県 北九州市門司区東門司1-10-20

池田医院 40_福岡県 北九州市門司区東門司2-9-13

医療法人 田代クリニック 40_福岡県 北九州市門司区浜町1-30

田中あきら内科クリニック 40_福岡県 北九州市門司区本町2-10 2F

福井医院 40_福岡県 北九州市門司区矢筈町1-22

晴山会クリニック 40_福岡県 北九州市門司区柳町1-2-1

大嶋医院 40_福岡県 北九州市門司区柳町1-9-16

あすかクリニック 40_福岡県 北九州市門司区柳町1-9-22

後藤皮膚科泌尿器科医院 40_福岡県 北九州市門司区柳町2-6-8
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医療法人 新田医院 40_福岡県 北九州市門司区柳町2-7-11

医療法人 弓削クリニック 40_福岡県 柳川市間651-1

医療法人 金子病院 40_福岡県 柳川市久々原65番地

医療法人 龍外科医院 40_福岡県 柳川市宮永町27-2

鎌田クリニック 40_福岡県 柳川市三橋町高畑253-1

柳川すぎ病院 40_福岡県 柳川市三橋町高畑263-1

医療法人 松尾医院 40_福岡県 柳川市三橋町白鳥486番地1

医療法人 MIRIZE 中川ごうクリニック 40_福岡県 柳川市三橋町木元368-5

川崎耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 柳川市上町51-1

医療法人 くろだ整形クリニック 40_福岡県 柳川市大浜町287-1

内田医院 40_福岡県 柳川市大和町塩塚721

医療法人 藤渓会 藤野医院 40_福岡県 柳川市大和町中島1054-2

医療法人 翠甲会 甲斐病院 40_福岡県 柳川市筑紫町60-1

立石耳鼻咽喉科医院 40_福岡県 柳川市本城町3-13

二宮医院 40_福岡県 柳川市本町20-1

医療法人桃源堂 高橋皮ふ科医院 40_福岡県 柳川市本町6番地1

わたなべ内科クリニック 40_福岡県 柳川市矢加部218

医)古川内科クリニック 41_佐賀県 伊万里市脇田町403-2

別府整形外科 41_佐賀県 鹿島市高津原3523-1

社会医療法人 祐愛会 織田病院 41_佐賀県 鹿島市高津原4306番地

社会医療法人 祐愛会 ようこクリニッ

ク
41_佐賀県 鹿島市高津原4306番地7

医療法人 二期会 小島病院 41_佐賀県 伊万里市黒川町塩屋205-1

医療法人 立石医院 41_佐賀県 伊万里市東山代町里111番地1

社会医療法人謙仁会 山元記念病院 41_佐賀県 伊万里市二里町八谷搦88-4

いび整形外科 41_佐賀県 伊万里市立花町1604-163

医療法人 岡村医院 41_佐賀県 伊万里市蓮池町18番地

医療法人 陽明会 樋口病院 41_佐賀県 嬉野市塩田町大字馬場下甲1番地

谷口医院 41_佐賀県 嬉野市塩田町谷所甲2637-1

森医院 41_佐賀県 嬉野市嬉野町下宿乙543-1

うれしのふくだクリニック 41_佐賀県 嬉野市嬉野町下宿甲4715-5

医療法人財団 友朋会 嬉野温泉病院 41_佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙1919番地

医療法人 朝⾧医院 41_佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙2188

福田医院 41_佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙2315-2

たなか耳鼻咽喉科クリニック 41_佐賀県 杵島郡江北町山口1204-1

古賀小児科内科 41_佐賀県 杵島郡江北町上小田280-1

医療法人 博仁会 藤﨑医院 41_佐賀県 杵島郡江北町大字山口3396番地

白石共立病院 41_佐賀県 杵島郡白石町大字福田1296
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医療法人至慈会 高島病院 41_佐賀県 杵島郡白石町大字戸ケ里1831-18

医療法人醇和会 有島病院 41_佐賀県 杵島郡白石町大字戸ケ里2352番地3

稲富胃腸科外科 41_佐賀県 杵島郡白石町大字廿治1207-4

特定医療法人静便堂 白石共立病院 41_佐賀県 杵島郡白石町大字福田1296

三根眼科医院 41_佐賀県 杵島郡白石町福吉2070-2

産婦人科なかなみクリニック 41_佐賀県 佐賀市木原1-24-38

医療法人 秀裕会 池田内科皮膚科医院 41_佐賀県 佐賀市嘉瀬町大字扇町2383

島田医院 41_佐賀県 佐賀市嘉瀬町中原1973-1

医療法人 森永整形外科医院 41_佐賀県 佐賀市開成6丁目14番48号

木村医院 41_佐賀県 佐賀市久保泉町下和泉1931

森永医院 41_佐賀県 佐賀市久保泉町川久保875

しまだこども医院 41_佐賀県 佐賀市久保田町新田3319-5

みね内科循環器科クリニック 41_佐賀県 佐賀市高木瀬町大字東高木231-12

こやなぎ内科クリニック 41_佐賀県 佐賀市高木瀬町⾧瀬969-1 アルタ高木瀬店2F

医療法人 加藤眼科医院 41_佐賀県 佐賀市若宮2丁目17-2

池田内科・消化器科 41_佐賀県 佐賀市若宮3丁目1-24

陣内 内科・小児科クリニック 41_佐賀県 佐賀市若宮3丁目5-17

医療法人 北野整形外科医院 41_佐賀県 佐賀市若楠2-4-10

医療法人社団 博文会 小栁記念病院 41_佐賀県 佐賀市諸富町諸富津230-2

森山胃腸科 41_佐賀県 佐賀市諸富町大字大堂937-1

聖医会 藤川病院 41_佐賀県 佐賀市松原1-2-6

美川眼科医院 41_佐賀県 佐賀市松原4-3-21

医療法人社団真仁会 境野病院 41_佐賀県 佐賀市松原4丁目3-3

ナガセクリニック 41_佐賀県 佐賀市神園4-7-14

医療法人 浜崎整形外科 41_佐賀県 佐賀市神野東4丁目12番8号

(公財) 佐賀県健康づくり財団 佐賀県健

診・検査センター
41_佐賀県

佐賀市水ヶ江1-12-10 佐賀メディカルセン

タービル2F

ぶどうの木クリニック 41_佐賀県 佐賀市水ヶ江1-2-21

医療法人正和会 志田内科 41_佐賀県 佐賀市水ヶ江2丁目7-23

百武整形外科スポーツクリニック 41_佐賀県 佐賀市水ヶ江4-2-15

医療法人 諸隈病院 41_佐賀県 佐賀市水ヶ江二丁目6-22

こが内科・こどもクリニック 41_佐賀県 佐賀市西与賀町厘外859-15

医療法人 信愛整形外科医院 41_佐賀県 佐賀市川原町4番8番

前山医院 41_佐賀県 佐賀市川原町5-17

鶴田眼科医院 41_佐賀県 佐賀市川副町小々森960-1

医療法人源勇会 枝國医院 41_佐賀県 佐賀市川副町大字早津江265番地

さとうクリニック 41_佐賀県 佐賀市川副町南里372-1

寺田内科 41_佐賀県 佐賀市大財1丁目8-30
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神代整形外科 41_佐賀県 佐賀市大和町川上170-4

しげた総合診療クリニック 41_佐賀県 佐賀市大和町川上323番1

ふじおか病院 41_佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺2685番地

医療法人 中西内科 41_佐賀県 佐賀市大和町尼寺2257-8

つつみクリニック耳鼻咽喉科 41_佐賀県 佐賀市大和町尼寺2470-2

小林耳鼻咽喉科クリニック 41_佐賀県 佐賀市中の小路7-30

医療法人中尾医院 41_佐賀県 佐賀市中央本町1-22

ひさのう循環器・内科 41_佐賀県 佐賀市鍋島1-5-1

正島脳神経外科 41_佐賀県 佐賀市鍋島1丁目3番10号

医)ばば こどもクリニック 41_佐賀県 佐賀市鍋島3丁目15-26

新栄こどもクリニック 41_佐賀県 佐賀市鍋島町八戸1343-7

鶴田内科 41_佐賀県 佐賀市日の出1丁目14番13号

森医院 41_佐賀県 佐賀市八戸二丁目1-13

医療法人 中央クリニック 41_佐賀県 佐賀市八幡小路5番15号

ゆたか内科消化器科クリニック 41_佐賀県 佐賀市兵庫南1丁目20-15

こいけクリニック 41_佐賀県 佐賀市兵庫北2丁目19-12

庄野真由美レディースクリニック 41_佐賀県 佐賀市兵庫北2丁目30-26

医療法人ひまわり会 ゆめ眼科医院 41_佐賀県 佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン2F

遠藤内科 41_佐賀県 佐賀市本庄町大字本庄539-1

医療法人慶仁会 森川耳鼻咽喉科 41_佐賀県 佐賀市本庄町本庄1266-1

なゆたの森病院 41_佐賀県 佐賀市本庄町本庄269-1

産婦人科なかなみクリニック 41_佐賀県 佐賀市木原1-24-38

ごとう整形外科・皮ふ科クリニック 41_佐賀県 佐賀市木原2-17-9

梅野医院 41_佐賀県 三養基郡みやき町寄人409-5

高木クリニック 41_佐賀県 三養基郡みやき町原古賀1174-1

医療法人斎藤整形外科医院 41_佐賀県 三養基郡みやき町大字寄人1509番地1

独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院 41_佐賀県 三養基郡みやき町大字原古賀東寒水7324

まなこ耳鼻咽喉科クリニック 41_佐賀県 三養基郡みやき町大字白壁1054-1

まつお胃腸クリニック 41_佐賀県 三養基郡みやき町東尾2280

上野クリニック 41_佐賀県 三養基郡みやき町簑原1676-6

医療法人 なるお内科小児科 41_佐賀県 三養基郡基山町けやき台1-23-7

医療法人 まえはらクリニック 41_佐賀県 三養基郡基山町園部字牛逢2772-10

つくし整形外科医院 41_佐賀県 三養基郡基山町大字園部2765-25

医療法人 平井内科 41_佐賀県 三養基郡上峰町大字坊所2733-1

医療法人 やまだ小児科クリニック 41_佐賀県 三養基郡上峰町大字坊所444-7

稗田産婦人科クリニック 41_佐賀県 鹿島市高津原4045番地2

医療法人 誠晴會 納富病院 41_佐賀県 鹿島市大字高津原4320番地1

医療法人 天心堂 志田病院 41_佐賀県 鹿島市大字中村2134番地4
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医療法人社団 森田医院 41_佐賀県 鹿島市大字納富分4076-3

医療法人 わしざき耳鼻咽喉科 41_佐賀県 鹿島市大字納富分字藤津甲41-1

好生堂 下河辺眼科医院 41_佐賀県 鹿島市中村149-1

医療法人 芳山堂 薬師寺医院 41_佐賀県 鹿島市浜町1280番地1

医療法人 孟子会 ひろおか内科・脳神

経クリニック
41_佐賀県 小城市三日月町久米1295番地2

ひらまつクリニック 41_佐賀県 小城市小城町815番地1

医療法人 野田好生医院 41_佐賀県 小城市小城町栗原5-4

小城市民病院 41_佐賀県 小城市小城町松尾4100

豊田医院 41_佐賀県 小城市小城町畑田2186-7

和田医院 41_佐賀県 神埼市千代田町嘉納1319-18

目達原整形外科 41_佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町吉田2900

みつます耳鼻咽喉科 41_佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町吉田2906-1

ひらまつふれあいクリニック 41_佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町吉田2925-1

(独)国立病院機構肥前精神医療セン

ター
41_佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町三津160

医療法人社団 啓祐会 神埼病院 41_佐賀県 神埼市神埼町田道ヶ里2216-1

なかしま整形外科クリニック 41_佐賀県 神埼市神埼町本堀2934-25

中下医院 41_佐賀県 神埼市千代田町餘江128

口石やすひろ整形外科クリニック 41_佐賀県 西松浦郡有田町戸杓丙673-1

上有田整形外科クリニック 41_佐賀県 西松浦郡有田町上幸平1-3-5

馬渡クリニック 41_佐賀県 西松浦郡有田町本町丙1080番地1

医療法人 りゅう整形外科 41_佐賀県 多久市東多久町大字別府4156-7

医療法人 江口医院 41_佐賀県 多久市東多久町大字別府5318-1

中多久病院 41_佐賀県 多久市北多久町多久原2512-24

泌尿器科 いとうクリニック 41_佐賀県 鳥栖市轟木町1383

(医)藤戸医院 41_佐賀県 鳥栖市今泉町2425

ひよし小児科 41_佐賀県 鳥栖市宿町1268

廣松クリニック 41_佐賀県 鳥栖市宿町994-1

医療法人 せとじまクリニック 41_佐賀県 鳥栖市真木町1974番地4

医療法人 黒岩医院 41_佐賀県 鳥栖市鎗田町327-4

医療法人 まごころ医療館 41_佐賀県 鳥栖市蔵上2丁目210番地

医療法人 斎藤内科医院 41_佐賀県 鳥栖市東町1丁目1054番地6

医療法人 白水レディースクリニック 41_佐賀県 鳥栖市本通町2-882-7

品川内科クリニック 41_佐賀県 鳥栖市弥生が丘5-222

医療法人 修腎会 藤﨑病院 41_佐賀県 唐津市栄町2576番地9

医療法人 修腎会 藤﨑病院栄町クリ

ニック
41_佐賀県 唐津市栄町2588-17

⾧生堂渡辺医院 41_佐賀県 唐津市海岸通7182-58
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大手口クリニック 41_佐賀県 唐津市弓鷹町1511番地

平川俊彦脳神経外科 41_佐賀県 唐津市鏡4643番地1

虹と海のホスピタル 41_佐賀県 唐津市原842-1

医療法人 健英会 丸田耳鼻咽喉科クリ

ニック
41_佐賀県 唐津市呼子町呼子4182-1

医療法人 吉田内科クリニック 41_佐賀県 唐津市紺屋町1675-2

山下町クリニック 41_佐賀県 唐津市山下町1141-2

宮崎外科胃腸科 41_佐賀県 唐津市新興町68番地

坂本小児科医院 41_佐賀県 唐津市西城内6-42

宮崎耳鼻咽喉科医院 41_佐賀県 唐津市千代田町2566-6

医療法人 尚誠会 冬野病院 41_佐賀県 唐津市相知町相知2264番地

もりなが医院 41_佐賀県 唐津市相知町相知3060-1

医療法人 久保田産婦人科・麻酔科病院 41_佐賀県 唐津市大石町2455

本告医院 41_佐賀県 唐津市町田1-17-27

医療法人 いのうえ内科クリニック 41_佐賀県 唐津市町田1丁目8番5号

唐津市加唐島診療所 41_佐賀県 唐津市鎮西町加唐島407

森永胃腸科医院 41_佐賀県 唐津市東唐津3-1-13

医療法人うらごう小児科医院 41_佐賀県 唐津市浜玉町横田下937-2

岸川内科 41_佐賀県 唐津市湊町769-1

緒方医院 41_佐賀県 藤津郡太良町大浦丁369番地2

医療法人 健耳会 蒲池耳鼻咽喉科医院 41_佐賀県 武雄市武雄町昭和27-34

くさの耳鼻咽喉科・小児科 41_佐賀県 武雄市朝日町大字甘久1287

医療法人 東雲会 小野医院 41_佐賀県 武雄市東川登町大字永野5752番地2

介護老人保健施設コスモス 41_佐賀県 武雄市武雄町永島13821

酒井眼科医院 41_佐賀県 武雄市武雄町大字永島13249-4

医療法人 北士会 北川眼科 41_佐賀県 武雄市武雄町大字昭和159

武雄ヒラキ野中眼科 41_佐賀県 武雄市武雄町大字昭和19番地3

医療法人 古賀内科医院 41_佐賀県 武雄市武雄町大字富岡11534-2

医療法人 敬和会 持田病院 41_佐賀県 武雄市武雄町大字武雄5858番地1

医療法人 貝原医院 41_佐賀県 武雄市武雄町大字武雄8007番地

一般社団法人 巨樹の会 新武雄病院 41_佐賀県 武雄市武雄町富岡12628

おくむらクリニック 42_⾧崎県 諫早市西小路町774-5

大石クリニック 42_⾧崎県 佐世保市京坪町8-4

東⾧崎皮ふ科泌尿器科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市田中町1027-13

江上耳鼻咽喉科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市銅座町2-15

有高クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市万屋町4-19

医療法人 久原医院 42_⾧崎県 壱岐市芦辺町箱崎大左右触500-2
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社会医療法人 玄州会 光武内科循環器

科病院
42_⾧崎県 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦15番地3

江田小児科内科医院 42_⾧崎県 壱岐市石田町印通寺浦302

愛野診療所【市村医院】 42_⾧崎県 雲仙市愛野町乙330

中村眼科医院 42_⾧崎県 雲仙市愛野町乙575-1

医療法人 祐和会 安藤病院 42_⾧崎県 雲仙市吾妻町牛口名378-2

医療法人 松本内科医院 42_⾧崎県 雲仙市国見町神代己257番地1

医療法人 清恵会 太田整形外科 42_⾧崎県 雲仙市国見町多比良乙433-1

馬場医院 42_⾧崎県 雲仙市小浜町雲仙381

松島外科 42_⾧崎県 雲仙市小浜町北木指90番地

耳鼻咽喉科 大久保クリニック 42_⾧崎県 諌早市多良見町化屋1805-2

社会医療法人 健友会 五島ふれあい診

療所
42_⾧崎県 五島市三尾野2-1-29

佐世保北病院 42_⾧崎県 佐世保市下本山町432-1

おおさと整形外科・リハビリテーショ

ン科
42_⾧崎県 佐世保市吉井町直谷1260

医療法人 ハートケアまつせ耳鼻咽喉科

クリニック
42_⾧崎県 佐世保市吉井町立石246-5

特定医療法人 雄博会 千住病院 42_⾧崎県 佐世保市宮地町5-5

中村内科 42_⾧崎県 佐世保市権常寺町1491-7

医療法人 慶友会 西海病院 42_⾧崎県 佐世保市権常寺町1500

医療法人社団 平世会 村上医院 42_⾧崎県 佐世保市広田1-5-25

松本脳神経外科医院 42_⾧崎県 佐世保市広田1丁目10番7号

むらはし循環器科内科 42_⾧崎県 佐世保市広田3-24-7

たなかこどもクリニック 42_⾧崎県 佐世保市高天町5-1

医療法人 永田医院 42_⾧崎県 佐世保市勝富町4-13

介護老人保健施設 松寿園 42_⾧崎県 佐世保市小佐世保町2-1

村上きんしろう循環器内科 42_⾧崎県 佐世保市松浦町2-21 九十九島ビル3F

医療法人 愛健会 愛健医院 42_⾧崎県 佐世保市上本山町1059番地

老人保健施設コスモス 42_⾧崎県 佐世保市上柚木町2515

しかた小児科医院 42_⾧崎県 佐世保市赤崎町259番地

産科婦人科東島レディースクリニック 42_⾧崎県 佐世保市大宮町17-13

三原整形外科医院 42_⾧崎県 佐世保市大和町407-2

たなか整形外科クリニック 42_⾧崎県 佐世保市天神2-15-33

ひふ科しまのせクリニック 42_⾧崎県 佐世保市島瀬町3-14 太陽ビル5-101号

千住博内科 42_⾧崎県 佐世保市白南風町6-2

地方独立行政法人 佐世保市総合医療セ

ンター
42_⾧崎県 佐世保市平瀬町9-3
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医療法人かえで 溝口内科・呼吸器内科 42_⾧崎県 佐世保市木風町1451-2

押渕医院 42_⾧崎県 松浦市御厨町里免37-1

能塚医院 42_⾧崎県 松浦市志佐町高野免120-1

松浦市立福島診療所 42_⾧崎県 松浦市福島町塩浜免2944-21

医療法人 田中医院 42_⾧崎県 西海市西海町黒口郷1491-1

医療法人社団 孝成会 池田医院 42_⾧崎県 西海市西海町七釜郷1622

医療法人 栄寿会 真珠園療養所 42_⾧崎県 西海市西彼町八木原郷3453番地1

安永脳神経外科 42_⾧崎県 西彼杵郡時津町浦郷264-3

腎・泌尿器科 松尾りょういちクリニッ

ク
42_⾧崎県 西彼杵郡時津町浦郷270-8

ひなみこどもクリニック 42_⾧崎県 西彼杵郡時津町日並郷1303番地7

医療法人社団 三浦産婦人科 42_⾧崎県 西彼杵郡時津町野田郷25-1

佐藤内科医院 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町嬉里郷413-4

医療法人 森内科クリニック 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町嬉里郷445-101

平井内科医院 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町嬉里郷661

⾧崎整形外科こやまクリニック 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町嬉里郷662

医療法人 井川内科医院 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町吉無田郷2022-7

医療法人 吉田整形外科クリニック 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町吉無田郷8番

医療法人 平成会 女の都病院 42_⾧崎県 西彼杵郡⾧与町高田郷849番地18

今屋敷ことう診療所 42_⾧崎県 対馬市厳原町今屋敷681-1

みさかえの園あゆみの家 42_⾧崎県 大村市久原2丁目1346番地1

下山耳鼻咽喉科医院 42_⾧崎県 大村市原口町1041

医療法人福重会 レディースクリニック

しげまつ
42_⾧崎県 大村市古町1丁目514

むたクリニック 42_⾧崎県 大村市古町2丁目533-6

ともなが内科クリニック 42_⾧崎県 大村市杭出津2丁目555

医療法人 わたなべ耳鼻咽喉科医院 42_⾧崎県 大村市杭出津2丁目579-8

山道医院 42_⾧崎県 大村市桜馬場2丁目333-1

医療法人 英恵会 川田整形外科 42_⾧崎県 大村市小路口町249-1

山田整形外科スポーツクリニック 42_⾧崎県 大村市松原1-472-8 ワールドビル本館

須田小児科医院 42_⾧崎県 大村市植松3丁目609-2

うみの星眼科 42_⾧崎県 大村市竹松本町941-9

リハビリセンター大村 42_⾧崎県 大村市田下町930-3

医療法人 仁寿会 南野病院 42_⾧崎県 大村市東三城町33

中澤病院 42_⾧崎県 大村市東大村1-2524-3

中村医院 42_⾧崎県 大村市東本町339番地

特定医療法人 慧明会 貞松病院 42_⾧崎県 大村市東本町537

よしだレディースクリニック 42_⾧崎県 大村市富の原2丁目366-3
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医療法人 はやし小児科 42_⾧崎県 ⾧崎市かき道1-33-12

共立耳鼻咽喉科 42_⾧崎県 ⾧崎市旭町26-18

伊王島町国民健康保険直営診療所(⾧崎

市伊王島国保診療所)
42_⾧崎県 ⾧崎市伊王島町2-846-6

麻生整形外科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市横尾2-13-18

浦クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市桶屋町59 コア桶屋町2F

医療法人 井手内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市家野町2-22

出口小児科内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市花丘町1-26

花丘診療所 42_⾧崎県 ⾧崎市花丘町13-19

右田医院 42_⾧崎県 ⾧崎市界1丁目1-5

医療法人社団 あき山皮ふ科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市滑石1丁目2番6号

りゅうキッズクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市滑石2-9-9

医療法人 川原内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市滑石3丁目8-1

滑石まごころクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市滑石5丁目5-24

重工記念⾧崎病院 42_⾧崎県 ⾧崎市丸尾町6番17号

山川内科 42_⾧崎県 ⾧崎市岩屋町23-3

山田内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市岩川町3-1

医療法人 こんどう整形外科 42_⾧崎県 ⾧崎市京泊3-30-11

医療法人 秀友会 すぎやま内科クリ

ニック
42_⾧崎県 ⾧崎市琴海村松町729-1

医療法人 橘会 本多眼科 42_⾧崎県 ⾧崎市金屋町2-10

おおの乳腺・甲状腺クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市金屋町2-7 坂本屋ビル3F

津田やすお眼科 42_⾧崎県 ⾧崎市元船町5番4号 メディカルモール元船4F

黒岩医院 42_⾧崎県 ⾧崎市古町6

山根内科胃腸科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市幸町6-20

もとむら産婦人科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市江川町542-1

医療法人 木谷内科循環器クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市坂本1丁目8番30号

みちクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市桜町5番8号 桜町ビル4階

横田医院 42_⾧崎県 ⾧崎市桜馬場2-1-15

医療法人 稲仁会 三原台病院 42_⾧崎県 ⾧崎市三原1丁目8番35号

山崎医院 42_⾧崎県 ⾧崎市四杖町1738-3

あきよし都美内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市若葉町1-24 フラワーメイトビル2F

心療内科 新クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市若葉町16-11

医療法人 谷川放射線科胃腸科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市若葉町6-1

藤瀬クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市住吉町3-1

医療法人 阿保外科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市宿町28番地1

おのクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市勝山町44-2 森ビル2F

竹下内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市小江原2-29-12
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医療法人 猪狩医院 42_⾧崎県 ⾧崎市小瀬戸町155

倉田醫院内科婦人科 42_⾧崎県 ⾧崎市小峰町3-6

医療法人社団 春秋会 南⾧崎クリニッ

ク
42_⾧崎県 ⾧崎市松が枝町3番20号

みちのおメンタルクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市松山町3-94 松屋ビル4F

朝永整形外科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市城栄町13-5

やました内科 42_⾧崎県 ⾧崎市城山町31-14 さとみメディカルビル4階

糸柳ブレストクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市新地町1-5 MMCビル4F

(医)きのこ会 松元クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市新地町1番5号

医療法人 宏和会 神浦診療所 42_⾧崎県 ⾧崎市神浦江川町554-3

医療法人 緑十字会 高原中央病院 42_⾧崎県 ⾧崎市諏訪町6番24号

晴海台クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市晴海台町43-5

せいひ中央クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市西海町1691-40

奥内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市西山2-10-10

大坪整形外科 42_⾧崎県 ⾧崎市川口町1-1-107

森こどもクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市川平町1204 メディケア3F

どうつ耳鼻咽喉科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市大浦町3番27号-1F

社会医療法人健友会 大浦診療所 42_⾧崎県 ⾧崎市大浦町9-30

医療法人 前川医院 42_⾧崎県 ⾧崎市大園町5-3

井上内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市大橋町2-3

ももスキンクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市鍛冶屋町2-11-2F

池辺内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市鍛冶屋町6-47

医療法人 福曜会 福田医院 42_⾧崎県 ⾧崎市鍛冶屋町6-6

医療法人 築町クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市築町3-1

医療法人 知正会 中村内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市竹の久保町1番2号

いなもと眼科 42_⾧崎県 ⾧崎市中川1-3-7

医療法人社団 三和会 本田内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市中里町20

医療法人 昭和会 昭和会病院 42_⾧崎県 ⾧崎市東山手町6番51号

宝マタニテイクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市東町1732-1

櫻川循環器内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市東町1918-2

ちひろ内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市馬町47-1-3F

宮崎内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市白鳥町3-12

牟田内科・循環器科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市八幡町4-16

田川クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市浜口町14-16

野田消化器クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市浜町2-18 クリエート⾧崎ビル2階

さとう内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市富士見町3番25号

いしまる耳鼻咽喉科 42_⾧崎県 ⾧崎市文教町7-11-102

田中皮ふ科・アレルギー科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市平野町12-11

666 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人 原田医院 42_⾧崎県 ⾧崎市平和町11-11

岩永医院 42_⾧崎県 ⾧崎市平和町8番7号

医療法人 白髭内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市片淵1-13-28

さかもとクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市弁天町17-1

けんクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市宝町7-5第2 イワテックビル2F

中山小児科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市本原町1-23

小田循環器内科 42_⾧崎県 ⾧崎市万屋町5-38  西川家ビル3F

日本赤十字社⾧崎原爆病院 42_⾧崎県 ⾧崎市茂里町3-15

(医)今村 たちばなベイクリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市網場町487-8

社会医療法人 春回会 春回会クリニッ

ク
42_⾧崎県 ⾧崎市目覚町7-2 HCS⾧崎ビル6F

医療法人 陽水会 中口内科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市弥生町4-56

石川内科クリニック 42_⾧崎県 ⾧崎市矢上町29-11

深沢眼科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市矢上町4-11

医療法人 誠仁会 千綿病院 42_⾧崎県 ⾧崎市矢上町9-12

なかしま内科クリニック 42_⾧崎県
⾧崎市葉山1丁目28-15 S&B葉山ショッピング

プラザ2F

医療法人 古市外科胃腸科医院 42_⾧崎県 ⾧崎市緑が丘町2-1

医療法人 雄心会 たかお循環器内科 42_⾧崎県 島原市桜町953-1

(医)宮崎医院 42_⾧崎県 島原市上の町869

水田小児科医院 42_⾧崎県 島原市親和町7番地

医療法人 慈眼会 坂本医院内科婦人科 42_⾧崎県 島原市親和町丁2670-10

医療法人 三友会 山口外科胃腸科医院 42_⾧崎県 島原市大手原町甲2304-2

なおみレディースクリニック 42_⾧崎県 島原市北安徳町3064-1

しろたに内科クリニック 42_⾧崎県 島原市北門町103-5

本川内科歯科医院 42_⾧崎県 東彼杵郡川棚町中組郷1489-1

西の原野中医院 42_⾧崎県 東彼杵郡波佐見町井石郷2234-1

小鳥居病院 42_⾧崎県 東彼杵郡波佐見町岳辺田郷778

松尾医院 42_⾧崎県 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷1709-1

栗原医院 42_⾧崎県 南島原市加津佐町己3089-1

医療法人 弘池会 口之津病院 42_⾧崎県 南島原市口之津町丁5615

医療法人 智節会 しろの医院 42_⾧崎県 南島原市深江町丙540-1

医療法人 いその産婦人科 42_⾧崎県 南島原市西有家町須川1792

永田内科泌尿器科医院 42_⾧崎県 南島原市西有家町須川61-2

さとう内科医院 42_⾧崎県 南島原市北有馬町丁33-1

医療法人 坂上整形外科 42_⾧崎県 南島原市有家町山川378‐1

医療法人 医理会 柿添病院 42_⾧崎県 平戸市鏡川町278番

谷川病院 42_⾧崎県 平戸市田平町山内免400番地

平井産婦人科医院 42_⾧崎県 北松浦郡佐々町羽須和免780番地5
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たきの内科クリニック 42_⾧崎県 諫早市永昌町12-2KRP 諫早駅前ビル2F

医療法人 光風会 草野内科小児科医院 42_⾧崎県 諫早市永昌東町15-1

⾧崎呼吸器リハビリクリニック 42_⾧崎県 諫早市貝津町1694番地

医療法人ごんどう内科・脳神経内科ク

リニック
42_⾧崎県 諫早市厚生町6-1

まつお眼科医院 42_⾧崎県 諫早市幸町2-21

きたじまクリニック 42_⾧崎県 諫早市高城町9-2 TKメディカルビル 1F

岡崎整形外科医院 42_⾧崎県 諫早市小船越町8-14

医療法人 二輝会 佐藤病院 42_⾧崎県 諫早市小⾧井町井崎98

医療法人 七久会 山﨑病院 42_⾧崎県 諫早市小⾧井町小川原浦656

医療法人 祐里会 姉川病院 42_⾧崎県 諫早市小野島町2378-2

医療法人 見松会 あきやま診療所 42_⾧崎県 諫早市城見町43-1

⾧崎県健康事業団 42_⾧崎県 諫早市多良見町化屋986-3

医療法人 宏善会 諫早記念病院 42_⾧崎県 諫早市天満町2番21号

医療法人 緑光会 城谷病院 42_⾧崎県 諫早市堂崎町1288

医療法人 さわだ耳鼻咽喉科医院 42_⾧崎県 諫早市八天町6-3

山田クリニック 42_⾧崎県 諫早市飯盛町開1825-1

医療法人 見松会 あきやま病院 42_⾧崎県 諫早市目代町737-1

菊池郡市医師会立病院 43_熊本県 菊池市大琳寺75-3

広重耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市東区新外2丁目5-12

上村医院 43_熊本県 阿蘇郡南阿蘇村下野401-5

藤本医院 43_熊本県 阿蘇郡南阿蘇村中松2836番地

医療法人 高森会 阿蘇やまなみ病院 43_熊本県 阿蘇市一の宮町宮地115-1

古閑医院 43_熊本県 阿蘇市一の宮町宮地1445-1

一の宮整形外科 43_熊本県 阿蘇市一の宮町宮地1801-1

松見内科クリニック 43_熊本県 阿蘇市一の宮町宮地4735-6

阿蘇医療センター 43_熊本県 阿蘇市黒川1266

問端内科 43_熊本県 阿蘇市内牧115

家入整形外科 43_熊本県 阿蘇市内牧353

医療法人 邦人会 勝目眼科医院 43_熊本県 宇城市三角町三角浦348-6

松橋耳鼻咽喉科内科クリニック 43_熊本県 宇城市松橋町きらら2-2-15

中村医院 43_熊本県 宇城市松橋町砂川1729-2

泉胃腸科外科医院 43_熊本県 宇城市松橋町松橋1941

安武眼科医院 43_熊本県 宇城市松橋町松橋570番地

みずたみ医院 43_熊本県 宇城市松橋町竹崎1115-32

医療法人木村会 きむら医院 43_熊本県 宇城市不知火町御領708-10

錦戸整形外科 43_熊本県 宇城市不知火町御領88-5

狩場医院 43_熊本県 宇城市豊野町糸石3897

医療法人 まるほん 本多医院 43_熊本県 宇土市浦田町313

668 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

近藤クリニック 43_熊本県 宇土市松山町4400-2

むらかみ眼科クリニック 43_熊本県 宇土市南段原町11-6

みどりかわクリニック 43_熊本県 宇土市野鶴町340-1

熊本リハビリテーション病院 43_熊本県 菊池郡菊陽町曲手760

菊陽あきたクリニック 43_熊本県 菊池郡菊陽町原水1156-13

ちが産婦人科医院 43_熊本県 菊池郡菊陽町原水2951-1

たに耳鼻咽喉科アレルギー科 43_熊本県 菊池郡菊陽町光の森6-1-3

光の森メンタルクリニック 43_熊本県 菊池郡菊陽町光の森7丁目41-4

医療法人 永田会 東熊本第二病院 43_熊本県 菊池郡菊陽町辛川1923-1

河野内科クリニック 43_熊本県 菊池郡菊陽町津久礼3011-4

医療法人 慶仁会 本多内科胃腸科医院 43_熊本県 菊池郡菊陽町馬場楠427番地

のざわ医院 43_熊本県 菊池郡大津町引水578番地2

社会医療法人 潤心会 熊本セントラル

病院
43_熊本県 菊池郡大津町室955

たしろクリニック 43_熊本県 菊池郡大津町大津1212-27

米田産婦人科医院 43_熊本県 菊池市隈府497-1

医療法人 川口会 川口病院 43_熊本県 菊池市隈府823-1

医療法人有働会 菊池有働病院 43_熊本県 菊池市深川433

たがみクリニック 43_熊本県 菊池市西寺1400-1

古賀医院 43_熊本県 菊池市泗水町吉冨1975

岸眼科 43_熊本県 菊池市泗水町豊水3388-1

郷胃腸科内科クリニック 43_熊本県 菊池市泗水町豊水3738-1

増田耳鼻咽喉科クリニック 43_熊本県 球磨郡あさぎり町免田東1440-11

高田内科医院 43_熊本県 球磨郡錦町一武1576

酒瀬川内科 43_熊本県 球磨郡錦町西14-8

医療法人佳朋会 脳神経外科 小林クリ

ニック
43_熊本県 球磨郡錦町西3604-106

医療法人社団 同心会 古城クリニック 43_熊本県 球磨郡水上村岩野字石原2675番地1

医療法人社団 仁田畑クリニック 43_熊本県 球磨郡多良木町多良木895-6

そのだ医院 43_熊本県 球磨郡湯前町953-1

安成医院 43_熊本県 玉名郡玉東町木葉755-6

有明成仁病院 43_熊本県 玉名郡⾧洲町宮野2775

田宮二郎内科 43_熊本県 玉名郡⾧洲町⾧洲2932-3

淡河・黒田医院 43_熊本県 玉名郡⾧洲町梅田696-1

田尻医院 43_熊本県 玉名郡南関町関町1218-1

田辺クリニック 43_熊本県 玉名郡南関町上坂下3480

大野内科クリニック 43_熊本県 玉名市伊倉南方987番5

吉村循環器科内科医院 43_熊本県 玉名市横島町横島3894-1

浦田医院 43_熊本県 玉名市岩崎1023
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ひがし成人・循環器内科クリニック 43_熊本県 玉名市岩崎665-1-1

大礒耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 玉名市亀甲170番地

鹿井内科 43_熊本県 玉名市高瀬233-1

医療法人社団 済和会 河野医院 43_熊本県 玉名市高瀬349

山瀬内科小児科歯科医院 43_熊本県 玉名市高瀬674

古庄胃腸科・内科医院 43_熊本県 玉名市岱明町大野下1512-1

本田医院 43_熊本県 玉名市岱明町大野下795-2-1

玉名病院 43_熊本県 玉名市築地1452-3

大塚医院 43_熊本県 玉名市天水町小天6986-1

前田小児科医院 43_熊本県 玉名市立願寺138

せんだメディカルクリニック 43_熊本県 熊本市中央区島崎1-32-1

おがた小児科 43_熊本県 熊本市西区花園5-24-89

医療法人社団 春日クリニック 43_熊本県 熊本市西区春日3丁目25-1

上熊本内科 43_熊本県 熊本市西区上熊本1-3-4

社会福祉法人 聖嬰会 イエズスの聖心

病院
43_熊本県 熊本市西区上熊本2丁目11-24

みずもとこどもクリニック 43_熊本県 熊本市西区上代4-12-10

かたおか整形外科・リウマチ科 43_熊本県 熊本市西区城山下代3-1-6

中村整形外科 43_熊本県 熊本市西区池田2-5-22

ひらやま整形外科クリニック 43_熊本県 熊本市西区中原町688-10

天野整形外科皮ふ科医院 43_熊本県 熊本市西区田崎1丁目3-80

山口病院 43_熊本県 熊本市西区田崎3丁目1-17

えとう小児科クリニック 43_熊本県 熊本市西区島崎2-2-13

医療法人 博済会 島崎井上クリニック 43_熊本県 熊本市西区島崎4丁目11番19号

小野・出来田内科医院 43_熊本県 熊本市中央区横手1-2-121

医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病

院
43_熊本県 熊本市中央区岡田町12-24

下通眼科 43_熊本県 熊本市中央区下通1-5-13 オケマツビル2階

九品寺クリニック 43_熊本県 熊本市中央区九品寺5丁目15-7

医療法人社団 陣内会 陣内病院 43_熊本県 熊本市中央区九品寺6丁目2-3

整形外科 金井クリニック 43_熊本県 熊本市中央区古城町1-6

きはら循環器科内科 43_熊本県 熊本市中央区黒髪1丁目1-25

砥上内科胃腸科医院 43_熊本県 熊本市中央区黒髪6丁目27-1

医療法人ひまわり会 サクラマチ眼科 43_熊本県
熊本市中央区桜町3-10 SAKURAMACHI 

Kumamoto 3F

よしむら産婦人科皮ふ科クリニック 43_熊本県 熊本市中央区子飼本町6-20

きぬはら整形外科クリニック 43_熊本県 熊本市中央区出水4丁目26-11

小山内科クリニック 43_熊本県
熊本市中央区城東町4-7 グランガーデン熊本

ビル2階
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かじクリニック 熊本 43_熊本県 熊本市中央区新市街6-6 いけおビル2F

すどう・きたの医院 43_熊本県 熊本市中央区新大江1-5-13

髙田千年クリニック 43_熊本県 熊本市中央区新町1丁目8-17

サキサカ病院 43_熊本県 熊本市中央区新町2丁目10番27号

医療法人社団 愛育会 福田病院 43_熊本県 熊本市中央区新町2丁目2番6号

医療法人 野尻会 熊本泌尿器科病院 43_熊本県 熊本市中央区新町4丁目7番22号

熊本ホームケアクリニック 43_熊本県 熊本市中央区神水1-19-21-101

八木産婦人科医院 43_熊本県 熊本市中央区水前寺1-19-5

石原・伊牟田内科 43_熊本県 熊本市中央区水前寺2丁目19-8

水前寺胃腸科外科 43_熊本県 熊本市中央区水前寺3-3-28

水前寺とうや病院 43_熊本県 熊本市中央区水前寺5丁目2-22

神崎耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市中央区水前寺5丁目28-24

小山胃腸科内科クリニック 43_熊本県 熊本市中央区水前寺公園28番39号

はくざんクリニック 43_熊本県 熊本市中央区菅原町1-18

おびやま在宅クリニック 43_熊本県 熊本市中央区帯山4丁目41番23号

 医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリ

テーション病院
43_熊本県 熊本市中央区帯山8丁目2-1

くまもと森都総合病院 43_熊本県 熊本市中央区大江3-2-65

天神内科医院 43_熊本県 熊本市中央区大江6丁目22-22

一般財団法人 杏仁会 江南病院 43_熊本県 熊本市中央区渡鹿5丁目1-37

せんだメディカルクリニック 43_熊本県 熊本市中央区島崎1-32-1

柴田内科・柴田整形外科 43_熊本県 熊本市中央区内坪井町2番5号

熊本県厚生連診療所 43_熊本県 熊本市中央区南千反畑町2-3

熊谷耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市中央区南坪井町4-19

国立病院機構熊本医療センター 43_熊本県 熊本市中央区二の丸1-5

医療法人社団 林田クリニック 43_熊本県 熊本市中央区萩原町3-21

宮﨑耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市中央区萩原町7-30

八王寺町クリニック 43_熊本県 熊本市中央区八王寺町16-73

医療法人 起生会 表参道吉田病院 43_熊本県 熊本市中央区北千反畑町2-5

村田外科・胃腸科・ひふ科医院 43_熊本県 熊本市中央区本山1丁目5-16

あけぼの第2クリニック 43_熊本県 熊本市中央区本山3丁目1番2号

阿部内科医院 43_熊本県 熊本市中央区本荘6-12-14

大腸肛門科上野クリニック 43_熊本県 熊本市中央区本荘町671-1

(医)如水会 嶋田病院・嘉島クリニック 43_熊本県 熊本市中央区練兵町24

日隈眼科医院 43_熊本県 熊本市中央区練兵町56

前田胃腸科・内科クリニック 43_熊本県 熊本市東区永嶺南1丁目6-26

中央仁クリニック 43_熊本県 熊本市東区下江津3-7-15

医療法人岡﨑会 岡﨑クリニック 43_熊本県 熊本市東区下南部3丁目3番14号
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西村内科医院 43_熊本県 熊本市東区花立1-4-10

ふくもと整形外科 43_熊本県 熊本市東区花立1丁目13-15

岡耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市東区花立2丁目16-24

ひぐち小児科・小児外科 43_熊本県 熊本市東区花立5丁目9-16

定永耳鼻咽喉科クリニック 43_熊本県 熊本市東区京塚本町7-17

つきで整形外科 43_熊本県 熊本市東区月出1丁目3-3

松原リウマチ科整形外科 43_熊本県 熊本市東区月出5-3-15

熊本東耳鼻咽喉科クリニック 43_熊本県 熊本市東区月出5丁目4-8

⾧嶺北クリニック 43_熊本県 熊本市東区月出7丁目1-12 エレガンス月出1F

特定医療法人 成仁会 くまもと成仁病

院
43_熊本県 熊本市東区戸島2丁目3番15号

川口内科クリニック 43_熊本県 熊本市東区湖東1-2-19

医療法人 社団 静心会 ソラクリニック 43_熊本県 熊本市東区佐土原2-7-1

医療法人社団 心楽会 平山ハートクリ

ニック
43_熊本県 熊本市東区佐土原3-11-101

たぐち整形外科クリニック 43_熊本県 熊本市東区山ノ神2丁目14-91

秋津レークタウンクリニック 43_熊本県 熊本市東区秋津町秋田3441-20

みやたけ小児科 43_熊本県 熊本市東区沼山津2-1-2

清田循環器科内科医院 43_熊本県 熊本市東区沼山津3丁目6-3

もとむら小児クリニック 43_熊本県 熊本市東区新外4-6-8

医療法人宮嶋会 みやじま眼科 43_熊本県 熊本市東区水源2丁目3-3

影下皮膚科クリニック 43_熊本県 熊本市東区西原1-2-66

レディースクリニックなかむら 43_熊本県 熊本市東区⾧嶺南1-5-48

日本赤十字社熊本健康管理センター 43_熊本県 熊本市東区⾧嶺南2-1-1

熊本市立熊本市民病院 43_熊本県 熊本市東区東町4丁目1-60

医療法人 きたの胃腸科内科クリニック 43_熊本県 熊本市東区東本町1-43

西日本病院 43_熊本県 熊本市東区八反田3-20-1

吉田せきつい整形外科・松原第2クリ

ニック
43_熊本県 熊本市東区尾ノ上1丁目14-26

原口循環器科内科医院 43_熊本県 熊本市東区保田窪2丁目1-4

メンタルクリニック保田窪 43_熊本県 熊本市東区保田窪5丁目10-23

髙村耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市東区保田窪5丁目10-26

有明海リハビリテーションクリニック 43_熊本県 熊本市南区奥古閑町4375番3

医療法人むすびの森 あきた病院 43_熊本県 熊本市南区会富町1120

北野小児科医院 43_熊本県 熊本市南区近見2-2-30
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楢原医院 43_熊本県 熊本市南区近見2丁目14番1号

済生会熊本病院 43_熊本県 熊本市南区近見5-3-1

國武整形外科医院 43_熊本県 熊本市南区近見6-1-31

後藤内科クリニック 43_熊本県 熊本市南区御幸笛田4-14-23

医療法人博光会 御幸病院 43_熊本県 熊本市南区御幸笛田6-9-40

ひがし眼科 43_熊本県 熊本市南区出仲間1丁目5-24

医療法人 東陽会 東病院 43_熊本県 熊本市南区出仲間5-2-2

田迎眼科クリニック 43_熊本県 熊本市南区出仲間8丁目1-10

医療法人 小林会 小林病院 43_熊本県 熊本市南区城南町隈庄574

医療法人社団 井上会 熊本光洋台病院 43_熊本県 熊本市南区城南町今吉野1020番地

川尻尾﨑内科 43_熊本県 熊本市南区川尻5-1-62

石川整形外科リウマチ科 43_熊本県 熊本市南区田井島2-3-47

ささおか整形外科リハビリテーション

クリニック
43_熊本県 熊本市南区田迎1丁目6-5

こう内科循環器科医院 43_熊本県 熊本市南区田迎6-11-43

医療法人 清伸会 いずみ整形外科 43_熊本県 熊本市南区鳶町2丁目8-11

医療法人 憲和会 南部中央病院 43_熊本県 熊本市南区南高江6丁目2-24

大宮整形外科医院 43_熊本県 熊本市南区南高江7-9-52

医療法人社団松下会 あけぼのクリニッ

ク
43_熊本県 熊本市南区白藤5丁目1-1

前野胃腸科クリニック 43_熊本県 熊本市南区平成2-7-21

ふじの医院 43_熊本県 熊本市南区良町1-6-36

あいこう泌尿器科・内科クリニック 43_熊本県 熊本市南区良町1丁目22-5

橋本整形外科内科 43_熊本県 熊本市北区改寄町2380-5

熊本機能病院 43_熊本県 熊本市北区山室6丁目8番1号

医療法人 原武会 北部病院 43_熊本県 熊本市北区四方寄町1281-3

医療法人 資正会 あさはら整形外科 43_熊本県 熊本市北区室園町10-13

医療法人 寺尾病院 43_熊本県 熊本市北区小糸山町759

清田産婦人科医院 43_熊本県 熊本市北区植木町一木178-4

桑原内科小児科医院 43_熊本県 熊本市北区植木町岩野457-5

師井医院 43_熊本県 熊本市北区植木町植木186番地

宮崎眼科医院 43_熊本県 熊本市北区植木町植木192-1

向陽台病院 43_熊本県 熊本市北区植木町鐙田1025

東家耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 熊本市北区植木町舞尾588-1

大塚病院 43_熊本県 熊本市北区植木町豊田603

熊本未来クリニック 43_熊本県 熊本市北区清水新地3-1-23

医療法人 健生会 明生病院 43_熊本県 熊本市北区大窪2丁目6番20号

北くまもと井上産婦人科医院 43_熊本県 熊本市北区鶴羽田1丁目14-27

菊南病院 43_熊本県 熊本市北区鶴羽田3丁目1-53
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河本内科小児科クリニック 43_熊本県 熊本市北区徳王1-7-1

むさし内科クリニック 43_熊本県 熊本市北区楠6-1-1

えがみ小児科 43_熊本県 熊本市北区楠8丁目16-63

熊本博愛病院 43_熊本県 熊本市北区楠六丁目6番60号

八景水谷クリニック 43_熊本県 熊本市北区八景水谷1-31-16

医療法人メディカルフォレスト 宮本外

科・消化器内科
43_熊本県 熊本市北区八景水谷2丁目6-26

吉田耳鼻咽喉科クリニック 43_熊本県 熊本市北区飛田3-9-22

上原胃腸科外科小児科クリニック 43_熊本県 熊本市北区武蔵ケ丘1-8-23

医療法人 清藤クリニック 43_熊本県 熊本市北区武蔵ヶ丘4-10-14

笠岡眼科 43_熊本県 熊本市北区武蔵ヶ丘4丁目17ー17

さくらクリニック 43_熊本県 熊本市北区麻生田5-13-8

みのだ耳鼻咽喉科クリニック

/Kumamoto Ear Institute
43_熊本県 熊本市北区龍田7丁目6番1号

医療法人社団なつみ会 まえだクリニッ

ク
43_熊本県 熊本市北区龍田8丁目15番6号

松山医院 43_熊本県 荒尾市原万田462

江崎耳鼻咽喉科クリニック 43_熊本県 荒尾市荒尾2018-1

こどもクリニック友枝 43_熊本県 荒尾市荒尾4160-256

医療法人 九萬会 南整形外科医院 43_熊本県 荒尾市荒尾4544番地25号

さとう総合内科クリニック 43_熊本県 荒尾市荒尾813-1

医療法人 成風舎 西原クリニック 43_熊本県 荒尾市西原町1丁目4-24

医療法人 潮悠会 西良文医院 43_熊本県 荒尾市川登2050番地8

医療法人 洗心会 荒尾中央病院 43_熊本県 荒尾市増永1544-1

特定医療法人 杏林会 新生翠病院 43_熊本県 荒尾市増永2620

医療法人 宏徳会 西整形外科医院 43_熊本県 荒尾市蔵満1859-1

田中良医院 43_熊本県 荒尾市平山2268-5

医療法人 有働会 有働病院 43_熊本県 荒尾市万田475-1

独立行政法人国立病院機構 熊本再春医

療センター
43_熊本県 合志市須屋2659

くまもと免疫統合医療クリニック 43_熊本県 合志市竹迫2249-2

合志渡邉内科クリニック 43_熊本県 合志市竹迫2291

きくか松岡クリニック 43_熊本県 山鹿市菊鹿町宮原86-4

山鹿中央病院 43_熊本県 山鹿市山鹿1000番地

徳永循環器科内科医院 43_熊本県 山鹿市山鹿1478-2

うちだ内科医院 43_熊本県 山鹿市山鹿343

たなか眼科医院 43_熊本県 山鹿市山鹿992-8

医療法人社団 幸村医院 43_熊本県 山鹿市鹿央町合里411番地

医)慈愛会 平井藤岡医院 43_熊本県 山鹿市鹿本町来民495-1
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(医)かもと整形外科医院 43_熊本県 山鹿市鹿本町来民560-2

武内医院 43_熊本県 山鹿市鹿本町来民693番地

医療法人昭陽会 まえはら泌尿器科クリ

ニック
43_熊本県 山鹿市中975-3

横手医院 43_熊本県 山鹿市津留2086番地

坂本医院 43_熊本県 山鹿市平山5442-1

東内科小児科医院 43_熊本県 山鹿市方保田3145-6

医療法人 宮本会 益城中央病院 43_熊本県 上益城郡益城町宮園722-1

まるお皮ふ科 43_熊本県 上益城郡益城町広崎字花立1038-1

大串内科 43_熊本県 上益城郡嘉島町大字鯰2778番地

香田整形外科 43_熊本県 上益城郡嘉島町北甘木2018

のぐち皮ふ科 43_熊本県 上益城郡嘉島町鯰1834-1

リハビリテーションセンター熊本回生

会病院
43_熊本県 上益城郡嘉島町鯰1880

たなか内科眼科 43_熊本県 上益城郡嘉島町鯰1898-3

荒瀬病院 43_熊本県 上益城郡甲佐町緑町331番地

坂本クリニック 43_熊本県 上益城郡山都町39-1

やまうち医院 43_熊本県 上天草市松島町阿村5072-12

宮崎外科胃腸科医院 43_熊本県 上天草市大矢野町上1519

医療法人 仁寿会 中村医院 43_熊本県 上天草市大矢野町上391-1

しまだ小児科 43_熊本県 上天草市大矢野町登立191

医療法人 本郷会(介護老人保健施設ほ

んごう苑)
43_熊本県 上天草市大矢野町登立8607番地

上天草内科呼吸器科クリニック 43_熊本県 上天草市大矢野町登立9616-8

医療法人社団同心会 人吉リハビリテー

ション病院
43_熊本県 人吉市下新町359

万江病院 43_熊本県 人吉市瓦屋町1718-1

愛甲産婦人科麻酔科医院 43_熊本県 人吉市駒井田町1951

愛甲やすらぎ・ひふ科医院 43_熊本県 人吉市駒井田町1951

増田クリニック小児科 43_熊本県 人吉市五日町44

医療法人 暁清会 小林脳神経外科 43_熊本県 人吉市宝来町1285-5

山田クリニック 43_熊本県 水俣市旭町2丁目2番5号

たなか耳鼻科・眼科クリニック 43_熊本県 水俣市桜井町2-1-8

宮竹小児科医院 43_熊本県 水俣市陣内1丁目2-25

大石皮ふ科クリニック 43_熊本県 水俣市天神町2-1-8

市川内科クリニック 43_熊本県 水俣市南福寺3-1

社会福祉法人 慈永会 はまゆう療育園 43_熊本県 天草郡苓北町志岐1215

社会医療法人 稲穂会 天草慈恵病院 43_熊本県 天草郡苓北町上津深江278-10

苓北クリニック 43_熊本県 天草郡苓北町富岡3273番地2
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松本医院 43_熊本県 天草市河浦町河浦3110-12

天草ふれあいクリニック 43_熊本県 天草市丸尾町16番34号

おおどうクリニック 43_熊本県 天草市亀場町亀川1731-1

産科婦人科 本原クリニック 43_熊本県 天草市古川町10番25号

わせだ直子レディースクリニック 43_熊本県 天草市港町16-31

(医)ひじり 荘田医院 43_熊本県 天草市南町1-27

やました医院 43_熊本県 天草市北原町2-1

稲村医院 43_熊本県 天草市本渡町本渡848-6

緒方内科医院 43_熊本県 八代郡氷川町宮原694-1

八代北部地域医療センター 43_熊本県 八代郡氷川町今151番地1

八代中央クリニック 43_熊本県 八代市永碇町1361

医療法人 和康会 むらたクリニック 43_熊本県 八代市横手本町2-1

ふくとみクリニック 43_熊本県 八代市花園町6-1

医療法人 徳洲会 鏡クリ二ック 43_熊本県 八代市鏡町下有佐449

尾田内科医院 43_熊本県 八代市鏡町鏡村1125-1

大平小児科医院 43_熊本県 八代市迎町1丁目7-23

太田こどもクリニック 43_熊本県 八代市古閑浜町3295-8

優林会（ゆうりん） 43_熊本県 八代市高下西町1426

右田クリニック 43_熊本県 八代市若草町2-10

磧本胃腸科外科医院 43_熊本県 八代市松江町168-1

たかの呼吸器科内科クリニック 43_熊本県 八代市松崎町147

久原内科消化器科クリニック 43_熊本県 八代市植柳元町5623

くわはら小児科 43_熊本県 八代市植柳上町5690-1

和田小児科医院 43_熊本県 八代市大手町2丁目5-23

髙田胃腸内科・内科 43_熊本県 八代市大村町350番地

医療法人社団 平成会 平成病院 43_熊本県 八代市大村町720-1

小沢内科医院 43_熊本県 八代市田中北町4-12

ひかり峯苫クリニック 43_熊本県 八代市渡町1717

あらき整形外科医院 43_熊本県 八代市萩原町1-8-40

持永外科内科胃腸科医院 43_熊本県 八代市平山新町4472-3

上野耳鼻咽喉科医院 43_熊本県 八代市本町2丁目3-49

大分皮膚科 44_大分県 大分市高砂町2番50号 オアシスひろば21

西の台医院 44_大分県 大分市大字三芳1955番地

レデイースクリニック松本醫院 44_大分県 宇佐市貴船町1-32

医療法人 くまのみどう小児科 44_大分県 宇佐市四日市10-1

医療法人 芙岳会 渡辺医院 44_大分県 宇佐市四日市1222-1

医療法人 賛天会 くぼたクリニック 44_大分県 宇佐市上田81番地の1

宇佐リハビリ診療所 44_大分県 宇佐市大字山本1658番地

植山循環器科内科クリニック 44_大分県 宇佐市大字四日市76
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中島眼科 44_大分県 宇佐市大字東高家1209-6

いしだ内科 44_大分県 宇佐市⾧洲字塚前2241

医療法人 聖心会 臼杵循環器内科 44_大分県 臼杵市稲田759-1

渡辺内科クリニック 44_大分県 臼杵市臼杵20-11

臼杵病院 44_大分県 臼杵市江無田1154-1

うすき眼科 44_大分県 臼杵市市浜669-1

元村眼科 44_大分県 臼杵市洲崎72-75

医療法人 とうぼ小児科医院 44_大分県 臼杵市大字臼杵2の107番地の515

医療法人 柊会 うすきメディカルクリ

ニック
44_大分県 臼杵市大字臼杵字洲崎72番地32

うすき皮ふ科内科クリニック 44_大分県 臼杵市大字市浜字堂尻1136

医療法人ブレイン 丸岡脳神経外科 44_大分県 臼杵市大字諏訪1579-1

医療法人 新明会 さくら産婦人科医院 44_大分県 臼杵市大字野田278番地

浜田消化器科内科医院 44_大分県 臼杵市福良452

岩田リハビリクリニック 44_大分県 臼杵市野津町大字亀甲752番地

社会福祉法人聖母の騎士会 恵の聖母の

家
44_大分県 臼杵市野津町都原3601番地2

野津第一内科医院 44_大分県 臼杵市野津町野津市510

きつき眼科 44_大分県 杵築市杵築665-150

杵築中央病院 44_大分県 杵築市大字杵築120番地

医療法人オレンジ会  清和病院 44_大分県 杵築市大字船部2167-20

伊藤皮膚科 44_大分県 杵築市南杵築3-1

医療法人 英和会 友成医院 44_大分県 玖珠郡九重町大字町田557-1

医療法人 友光会 友成医院 44_大分県 玖珠郡玖珠町塚脇128-2

玖珠耳鼻咽喉科医院 44_大分県 玖珠郡玖珠町帆足222-4

医)⾧内科小児科胃腸科医院 44_大分県 玖珠郡玖珠町帆足232-8

あさひクリニック 44_大分県 国東市国東町綱井432番地7

医療法人 鶴玲会 末綱クリニック 44_大分県 国東市国東町田深665-4

医療法人 昂陽会 むさし整形外科医院 44_大分県 国東市武蔵町古市148

医療法人 『水沼医院』 44_大分県 佐伯市駅前2-4-9

医療法人明倫会 御手洗病院 44_大分県 佐伯市蒲江大字蒲江浦2215-9

中浦循環器クリニック 44_大分県 佐伯市向島2-21-13

医療法人穐山会 秋山医院 44_大分県 佐伯市向島2丁目19-21

池田医院 44_大分県 佐伯市上岡木戸ノ瀬1258-1

つつみ泌尿器科医院 44_大分県 佐伯市城下西町1-12

独立行政法人地域医療機能推進機構 南

海医療センター
44_大分県 佐伯市常盤西町7番8号

杉谷診療所 44_大分県 佐伯市西谷町5番24号

片岡医院 44_大分県 佐伯市大字⾧谷7728-1
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上尾皮膚科 44_大分県 佐伯市大手前3-3-38

やつか整形外科 44_大分県 佐伯市大手町3-4-3

城東医院 44_大分県 佐伯市中村東町8-12

すどクリニック 44_大分県 佐伯市⾧島町1丁目4-16

渡町台外科病院 44_大分県 佐伯市⾧島町3-13-12

⾧門記念病院 44_大分県 佐伯市鶴岡町1-11-59

⾧門在宅リハビリテーションクリニッ

ク
44_大分県 佐伯市鶴岡町1-6-3

医療法人 からしま医院 44_大分県 佐伯市弥生大字上小倉1215

鈴木病院 44_大分県 速見郡日出町3904番6

医療法人 矢野小児科医院 44_大分県 速見郡日出町大字豊岡6100-251

酒井医院 44_大分県 速見郡日出町豊岡字石田755-3

石和こどもクリニック 44_大分県 大分市羽屋3-2

ペインクリニック内科いけべ医院 44_大分県 大分市羽屋4-1-B

医療法人 堀耳鼻咽喉科クリニック 44_大分県 大分市羽田112-1

医療法人 藤垣クリニック 44_大分県 大分市羽田194-3

いまき眼科 44_大分県 大分市羽田224-1

かみだ脳神経クリニック 44_大分県 大分市鴛野1028-1

玄同内科医院 44_大分県 大分市横瀬493の1

ひらかわ産婦人科医院 44_大分県 大分市横塚2-4-5

大在こどもクリニック 44_大分県 大分市横田1丁目13番17号

社会医療法人 関愛会 よつばファミ

リークリニック
44_大分県 大分市横尾1859番地

おの英伸クリニック 44_大分県 大分市王子南町8-23  M&M王子南102

医療法人春風 うちのう整形外科 44_大分県 大分市王子南町9-19

山田整形外科クリニック 44_大分県 大分市下郡中央1-5-20

しみず小児科 44_大分県 大分市下郡中央2-1-1

松本内科循環器科クリニック 44_大分県 大分市下郡北3-21-25

山下循環器科内科 44_大分県 大分市下判田2349-1

緒方クリニック 44_大分県 大分市賀来北1丁目18-5

(医)顕祥会 藤本整形外科医院 44_大分県 大分市賀来北2丁目10ー18

敷戸耳鼻咽喉科医院 44_大分県 大分市寒田883-1

わだこどもクリニック 44_大分県 大分市玉沢704-1

医)志江留 多田胃腸科医院 44_大分県 大分市玉沢964

医療法人春風 うちのうリハビリテー

ションクリニック
44_大分県 大分市錦町2丁目3372-1

膳所胃腸肛門泌尿器病院 44_大分県 大分市金池町1丁目9番38号

整形外科八木病院 44_大分県 大分市金池町3丁目1-77

垣迫胃腸クリニック 44_大分県 大分市金池南2丁目3番3号
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むねむら大腸肛門クリニック 44_大分県 大分市古国府410-1

古国府クリニック 44_大分県 大分市古国府6組の5

医療法人社団 三杏会 44_大分県 大分市古国府6丁目2番47号

医療法人社団 三杏会 仁医会病院 44_大分県 大分市古国府字中新田781-3

ハートクリニック 44_大分県 大分市光吉台17-280

おかむら眼科 44_大分県 大分市公園通り西2-1 パークプレイス大分3階

なかがわ柳通りクリニック 44_大分県 大分市高松2丁目6番10号

大分労働衛生管理センター 44_大分県 大分市高城南町11番7号

安武クリニック 44_大分県 大分市今津留1丁目3番14号

坂ノ市こどもクリニック 44_大分県 大分市坂ノ市西1-7-8

医療法人社団 淵野会 渕野病院 44_大分県 大分市坂ノ市中央5丁目1-21

医療法人 明和会 佐藤病院 44_大分県 大分市桜ケ丘7番67号

みはら整形外科 44_大分県 大分市桜坂1-1045

真央クリニック 44_大分県 大分市小池原1167-1

あけの胃腸内科乳腺クリニック 44_大分県 大分市小池原1534-1

松岡メディカルクリニック 44_大分県 大分市松岡1824-1

国東整形外科医院 44_大分県 大分市上宗方559-7

わさだハートクリニック 44_大分県 大分市上宗方南1丁目3番7号

おおいたメディカルクリニック 44_大分県 大分市上田町8-1

衛藤病院 44_大分県 大分市上判田3433

医療法人優生会 みゆきクリニック 44_大分県 大分市城原1769番地5

麻生整形外科クリニック 44_大分県 大分市新春日町2-3-13

医療法人織部消化器科 44_大分県 大分市森386

織部泌尿器科 44_大分県 大分市森字嶋ノ下550-1

藤島クリニック 44_大分県 大分市深河内二組

永冨脳神経外科病院 44_大分県 大分市西大道2丁目1番20号

立花漢方内科小児科 44_大分県 大分市西鶴崎2-2-4

鹿子嶋医院 44_大分県 大分市碩田町3-1-4

嶋田循環器科内科 44_大分県 大分市大在中央1丁目10番17号

植田泌尿器科医院 44_大分県 大分市大在中央2-5-11

城南クリニック 44_大分県 大分市大字永興1126-10

ソーリン内科循環器クリニック 44_大分県 大分市大字下郡3619番地1

医療法人 平岡外科医院 44_大分県 大分市大字宮崎1389-1

大分市医師会立アルメイダ病院 44_大分県 大分市大字宮崎1509-2

リバーサイド病院 44_大分県 大分市大字宮崎6番地の3

みうら皮ふ科クリニック 44_大分県 大分市大字玉沢707-1

医療法人輝心会 大分循環器病院 44_大分県 大分市大字三芳320番3

伊東Kクリニック 44_大分県 大分市大字三芳クス神2188番地の1

679 / 707



日本医師会「みんなで安心マーク」発行医療機関（2020/8/7-2021/6/30）

医療法人 織部消化器科 44_大分県 大分市大字森386番地

ハートドアクリニック 44_大分県 大分市大字神崎上白木10

医療法人至誠会 帆秋病院 44_大分県 大分市大字大分4772番地2

医療法人社団淵野会 緑ヶ丘保養園 44_大分県 大分市大字丹生1747

医療法人善慈会 大分丘の上病院 44_大分県 大分市大字竹中1403

医療法人 悠育会 みやむらレディース

クリニック
44_大分県 大分市大字田尻427-2

社会医療法人 三愛会 三愛呼吸器クリ

ニック
44_大分県 大分市大字田尻字中山419番地の1

社会医療法人 関愛会 こうざきクリ

ニック
44_大分県 大分市大字本神崎251-8

医療法人謙誠会 博愛病院・博愛診療所 44_大分県 大分市大字野田1111番地

今村病院 44_大分県 大分市大手町3丁目2番29号

伊藤内科医院 44_大分県 大分市大石町4丁目1組の2

そのだ内科・外科クリニック 44_大分県 大分市大道町3-3-1

医療法人 岡本小児科医院 44_大分県 大分市大道町3丁目3番63号

かみぞのキッズクリニック 44_大分県 大分市大道町4-5-27第五ブンゴヤビル2F

宮本耳鼻咽喉科医院 44_大分県 大分市大道町4丁目5-30

医療法人 山内循環器クリニック 44_大分県 大分市大道町4丁目5番30号 Mビル3F

一番ヶ瀬内科医院 44_大分県 大分市大道町6-9組

医療法人 源算会 猿渡整形外科スポー

ツリハクリニック
44_大分県 大分市竹下2丁目126番地

矢野眼科 44_大分県 大分市中央町1丁目5番10号

永田瀧田眼科医院 44_大分県 大分市中央町2-2-172-2-17

にのみや内科 44_大分県 大分市中央町2丁目1-11

いずみ胃腸クリニック 44_大分県 大分市中央町2丁目1-17 ブンゴヤ本社ビル4F

深川内科クリニック 44_大分県 大分市中央町2丁目1-17 ブンゴヤ本社ビル3階

内科阿部医院 44_大分県 大分市中春日町16-13

大南クリニック 44_大分県 大分市中判田1864

ももぞの小児科クリニック 44_大分県 大分市仲西町1-6-12

(医)純洋会 首藤耳鼻咽喉科 44_大分県 大分市津守12組2

医療法人 誠医会 松山医院大分腎臓内

科
44_大分県 大分市田尻457番地の1

お元気でクリニックこれいし 44_大分県 大分市田中町2-17-1

(医)佐藤耳鼻咽喉科 44_大分県 大分市田中町3丁目11番6号

大塚眼科医院 44_大分県 大分市田中町3丁目12番69号
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かわのこどもクリニック 44_大分県 大分市田中町二丁目6番6号

塚川第一病院 44_大分県 大分市東春日町5番25号

伊藤田クリニック 44_大分県 大分市東春日町8-9

織部リウマチ科内科クリニック 44_大分県 大分市東大道1-8-15

いいそらヒフ科クリニック 44_大分県 大分市東大道1-8-15 カサベルデ駅南202

オアシス第一病院 44_大分県 大分市東鶴崎3丁目3番19号

宇野内科医院 44_大分県 大分市萩原1-17-4

井野辺府内クリニック 44_大分県 大分市府内町1-3-23

山下クリニック 44_大分県 大分市府内町1-51-5-1 COSMO 2  3階

濱田クリニック 44_大分県 大分市府内町1-6-38 大分クリニックビル5F

医療法人 健和会 山田クリニック 44_大分県 大分市府内町2-3-30 ヴィーナスビル5F

えもと内科クリニック 44_大分県 大分市府内町2-5-37

府内耳鼻咽喉科 44_大分県 大分市府内町2丁目3-30 ヴィーナスビル2F

医療法人 柊優会 みやざき内科リウマ

チクリニック
44_大分県 大分市牧1丁目3-15

田中耳鼻咽喉科クリニック 44_大分県 大分市牧3-11-10

あんどう小児科 44_大分県 大分市明野東2-7-1

津田皮膚科クリニック 44_大分県 大分市明野南1丁目27番2号

わかやまこどもクリニック 44_大分県 大分市明野北1-7-10

西村内科クリニック 44_大分県 大分市明野北4丁目1-1 山本ビル4F

医療法人 かつた内科胃腸科クリニック 44_大分県 大分市毛井279-1

たまい小児科 44_大分県 大分市毛井301-1

のつはる診療所 44_大分県 大分市野津原906-1

かきさこ小児科 44_大分県 大分市要町9-15

医療法人而今 大分内分泌糖尿病内科ク

リニック
44_大分県 大分市要町9番19号

竹田診療所 44_大分県 竹田市会々3313-1

久住加藤医院 44_大分県 竹田市久住町大字久住6268番地

道全内科 44_大分県 竹田市玉来623-7

安西皮膚科 44_大分県 竹田市大字会々2310-1

加藤病院 44_大分県 竹田市竹田1855

こころの郷クリニック 44_大分県 竹田市飛田川1618-23

医療法人 杏林会 村上記念病院 44_大分県 中津市諸町1799

末廣医院 44_大分県 中津市沖代町1-7-1

さがら小児科 44_大分県 中津市沖代町2-1-60

おおたにクリニック 44_大分県 中津市沖代町2丁目119-2

中尾循環器科内科クリニック 44_大分県 中津市加来2283-511

久持医院 44_大分県 中津市丸山町46番地
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社会医療法人 玄真堂 川嶌整形外科病

院
44_大分県 中津市宮夫17

ANS皮膚科クリニック 44_大分県 中津市金手平ツ丸10-13

進耳鼻いんこう科クリニック 44_大分県 中津市古魚町1680

医療法人 まつざきクリニック 44_大分県 中津市三光臼木1218番地

社会福祉法人 つくし園 44_大分県 中津市三光森山823番地2

水谷クリニック 44_大分県 中津市山国町守実80番地1

木下外科医院 44_大分県 中津市大字宮夫140番地2

医療法人 中津第一病院 44_大分県 中津市大字宮夫54-13

里見医院 44_大分県 中津市中央町1-8-36

農業協同組合立下郷診療所 44_大分県 中津市耶馬溪町大字樋山路15-5

つくみクリニック 44_大分県 津久見市宮本町2番23号

深江医院 44_大分県 津久見市宮本町9-19

小宅医院 44_大分県 津久見市港町10-24

医療法人 小田クリニック 44_大分県 津久見市港町9-3

小手川内科クリニック 44_大分県 津久見市大字網代95-19

みよしクリニック 44_大分県 日田市三芳小渕町121

医療法人 原整形外科医院 44_大分県 日田市上城内町2-14

上津江診療所 44_大分県 日田市上津江町川原3933

中川医院 44_大分県 日田市上野町泉601-1

医療法人 福田医院 44_大分県 日田市清岸寺町1150-1

医療法人 寿隆々会 渡辺医院 44_大分県 日田市大山町西大山3447-4

老人保健施設 六和会センテナリアン 44_大分県 日田市大山町東大山14-4

医療法人 石田記念会 日田リハビリ

テーション病院
44_大分県 日田市大字西有田9

医療法人 鶴陽会 岩尾病院 44_大分県 日田市淡窓2-4-29

ぜぜ医院 44_大分県 日田市本町8-32

別府駅ゆのまち内科・胃と腸クリニッ

ク
44_大分県 別府市駅前町12-13

堀循環器科内科クリニック 44_大分県 別府市亀川浜田町2-63-1F

岡嶋医院 44_大分県 別府市元町16-9

医療法人 渡邉医院 44_大分県 別府市光町4-11

武井医院 44_大分県 別府市幸町11-20

村上脳神経内科クリニック 44_大分県 別府市山の手町14-30

(医)青山整形外科クリニック 44_大分県 別府市山の手町17組の1

阿部玉晨堂診療所 44_大分県 別府市山の手町5-32

垣迫内科医院 44_大分県 別府市松原町6-12

古城小児科医院 44_大分県 別府市上人仲町4-22

末宗内科医院 44_大分県 別府市上田の湯町13番3号
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木下医院 44_大分県 別府市上田の湯町1-7

別府市医師会地域保健センター 44_大分県 別府市西野口町15-33

久保田クリニック 44_大分県 別府市石垣東10丁目4番17号

医療法人社団ふたば会 矢田こどもクリ

ニック
44_大分県 別府市石垣東4-5-4

飛田内科外科クリニック 44_大分県 別府市扇山9組3

牧野リウマチ整形外科クリニック 44_大分県 別府市船小路町2-36

原嶋内科医院 44_大分県 別府市荘園6-4

医療法人 顕秀会 石垣病院 44_大分県 別府市大字鶴見12番地の1

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 44_大分県 別府市大字鶴見3898番地

自衛隊別府病院 44_大分県 別府市大字別府3088-24

医療法人社団洗心会 別府温泉病院 44_大分県 別府市大字野田22番地の1

松井小児科医院 44_大分県 別府市大畑1-2

医療法人 さかい内科医院 44_大分県 別府市大畑6組

畑病院 44_大分県 別府市中島町14-22

社会福祉法人 農協共済別府リハビリ

テーションセンター
44_大分県 別府市鶴見1026-10

横井内科クリニック 44_大分県 別府市鶴見園町5組

さとう皮膚科 44_大分県 別府市田の湯町15

しん整形外科リハビリテーション&ス

ポーツクリニック
44_大分県 別府市東荘園2丁目1組

しもやま内科・循環器内科クリニック 44_大分県 別府市南荘園町19組

諫山整形外科医院 44_大分県 別府市南荘園町20組

医療法人 慈愛会 向井病院 44_大分県 別府市南立石241番地15

医療法人社団 鳴海クリニック 44_大分県 別府市楠町14-8

医療法人 正仁会 うちくら内科 44_大分県 別府市馬場1-5

浜脇記念病院 44_大分県 別府市浜脇1丁目6-21

おおさわクリニック 44_大分県 別府市富士見町1番7号

医療法人別府玄々堂 別府湾腎泌尿器病

院
44_大分県 別府市北石垣深町851番地

医療法人博愛会(社団) 別府中央病院 44_大分県 別府市北的ヶ浜町5番19号

北浜眼科クリニック 44_大分県 別府市北浜1丁目13-11

別府駅前クリニック 44_大分県 別府市北浜1丁目3-12-3階

児玉耳鼻咽喉科クリニック 44_大分県 別府市北浜2-4-9

松本小児科 44_大分県 別府市北浜2-5-5

児玉内科医院 44_大分県 別府市北浜3丁目3-12
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医療法人社団純優会 渡部内科循環器科

クリニック
44_大分県 別府市末広町6-31

餅ヶ浜医院 44_大分県 別府市餅ヶ浜町5番39号

医療法人清栄会 清瀬病院 44_大分県 別府市野口中町4-8

玄々堂高田病院 44_大分県 豊後高田市界378-2

せぐち内科 44_大分県 豊後高田市玉津1316-1

くれさき循環器クリニック 44_大分県 豊後高田市呉崎1592番地

宇野医院 44_大分県 豊後大野市犬飼町犬飼80-2

ふじしま内科 44_大分県 豊後大野市三重町市場127番地

後藤耳鼻咽喉科医院 44_大分県 豊後大野市三重町市場987-6

社会医療法人 関愛会 三重東クリニッ

ク
44_大分県 豊後大野市三重町小坂柳井瀬4109-61

みやわき小児科 44_大分県 豊後大野市三重町赤嶺861

社会医療法人 関愛会 清川診療所 44_大分県 豊後大野市清川町砂田1877番地3

おざきホームケアクリニック 44_大分県 由布市庄内町庄内原828番地1

岩男病院 44_大分県 由布市湯布院町川上3059番地1

医療法人 大晴会 南由布クリニック 44_大分県 由布市湯布院町川北1112-44

ごとう医院 44_大分県 由布市挾間町向原350

新こどもクリニック 44_大分県 由布市挾間町北方53

何松内科循環器科 44_大分県 由布市挾間町北方757番地3

杉原耳鼻咽喉科 45_宮崎県 えびの市原田3236

井尻眼科医院 45_宮崎県 えびの市向江261

医療法人えびのセントロクリニック 45_宮崎県 えびの市大字上江1007-4

誠和会 和田病院 45_宮崎県 日向市向江町1丁目196-1

あたご整形外科 45_宮崎県 延岡市愛宕町3-161

宮本整形外科 45_宮崎県 延岡市旭ヶ丘5丁目9-7

小池耳鼻咽喉科医院 45_宮崎県 延岡市旭町一丁目3-8

いのうえ整形外科クリニック 45_宮崎県 延岡市岡富町127番地

医療法人 早田病院 45_宮崎県 延岡市高千穂通3748-1

桜小路クリニック 45_宮崎県 延岡市桜小路360-13

医療法人社団 杉杏会 杉本病院 45_宮崎県 延岡市三ツ瀬町1丁目11番地5

井手耳鼻咽喉科クリニック 45_宮崎県 延岡市出北1丁目4番12号

医療法人中心会 野村病院 45_宮崎県 延岡市出北5-4-26

医療法人社団 豊央会 平野整形外科 45_宮崎県 延岡市大貫町2丁目3029-2

トトロこどもクリニック 45_宮崎県 延岡市土々呂町5丁目2085-8

ひので整形外科リウマチ科 45_宮崎県 延岡市日の出町1丁目5-6

医療法人社団 嘉祥会 岡村病院 45_宮崎県 延岡市平原町1丁目1389番地1

医療法人 緑の風 ⾧沼医院 45_宮崎県 延岡市平原町3丁目1299-1

谷村病院 45_宮崎県 延岡市北小路10-2
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医療法人 健寿会 黒木病院 45_宮崎県 延岡市北小路14-1

小島胃腸科内科 45_宮崎県 延岡市緑ヶ丘2丁目25番10号

まなび野耳鼻咽喉科 45_宮崎県 宮崎市まなび野2-39-4

医療法人 照葉会 井手医院 45_宮崎県 宮崎市まなび野2丁目39-1

阿波岐ヶ原病院 45_宮崎県 宮崎市阿波岐原町前浜4276-706

桑畑整形外科 45_宮崎県 宮崎市阿波岐原町堤添1043-1

医療法人 隆徳会 宮崎鶴田記念クリ

ニックPET画像診断センター
45_宮崎県 宮崎市阿波岐原町宝財2281番地1

柴田眼科 45_宮崎県 宮崎市永楽町131

医療法人 朋実会 尾田整形外科 45_宮崎県 宮崎市下北方町島口863-5

こまき内科 45_宮崎県 宮崎市吉村町江田原甲261-4

医療法人 真愛会 髙宮病院 45_宮崎県 宮崎市吉村町大町甲1931番地

くまはら耳鼻咽喉科クリニック 45_宮崎県 宮崎市吉村町北原甲1405-5

たかぎ小児科・心臓小児科 45_宮崎県 宮崎市橘通東1丁目12-13

かわごえ内科クリニック 45_宮崎県 宮崎市宮崎駅東2丁目3-6 KCビル1階

小緑内科クリニック 45_宮崎県 宮崎市熊野字正蓮寺485

月見が丘クリニック 45_宮崎県 宮崎市月見ヶ丘2-5-1

医療法人 三原内科 45_宮崎県 宮崎市源藤町源藤876-1

医療法人 将優会 クリニックうしたに 45_宮崎県 宮崎市恒久5065番地

ゆち内科胃腸科クリニック 45_宮崎県 宮崎市恒久5-11-3

江南まつもと整形外科 45_宮崎県 宮崎市恒久5890-1

医療法人アクアブライト野村循環器内

科クリニック
45_宮崎県 宮崎市恒久5942-1

喜島クリニック 45_宮崎県 宮崎市江平西1-4-19

定永耳鼻咽喉科医院 45_宮崎県 宮崎市高千穂通2-2-1

ARTレディスクリニックやまうち 45_宮崎県 宮崎市高千穂通2丁目

きよし整形外科クリニック 45_宮崎県 宮崎市佐土原町下田島10404-1

宮元整形外科 45_宮崎県 宮崎市佐土原町下田島12372

村田内科胃腸科 45_宮崎県 宮崎市佐土原町下田島9757

さいとう医院 45_宮崎県 宮崎市佐土原町下田島9813

ひだか胃腸科医院 45_宮崎県 宮崎市佐土原町下那珂2022-8

佐土原病院 45_宮崎県 宮崎市佐土原町上田島3873

藤本医院 45_宮崎県 宮崎市桜町4-1

医療法人慶明会 生目眼科クリニック 45_宮崎県 宮崎市小松2687-7

⾧嶺内科クリニック 45_宮崎県 宮崎市昭和町197番地11

杉澤胃腸科内科 45_宮崎県 宮崎市城ケ崎4-6-7

丸田医院 45_宮崎県 宮崎市神宮1丁目46番地

たかぎ耳鼻咽喉科 45_宮崎県 宮崎市神宮東2丁目13-29

清水中央クリニック 45_宮崎県 宮崎市清水1-3-26
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医療法人 社団敬寿会 阿南内科医院 45_宮崎県 宮崎市清水3丁目2番50号

竹尾耳鼻咽喉科医院 45_宮崎県 宮崎市清水3丁目6-16

池田台クリニック 45_宮崎県 宮崎市清武町加納甲1335-1

医療法人 綾部医院 45_宮崎県 宮崎市川原町4番3号

まつだ耳鼻咽喉科宮崎サージクリニッ

ク
45_宮崎県 宮崎市村角町折口355-3

福永内科小児科クリニック 45_宮崎県 宮崎市太田2-1-9

やまもと胃腸内科 45_宮崎県 宮崎市太田4-1-5-1

徳田内科とくだ小児科 45_宮崎県 宮崎市大塩道下4747

土居内科循環器科 45_宮崎県 宮崎市大橋1-63-1

四季クリニック 45_宮崎県 宮崎市大字金崎1455-1

末次内科小児科 45_宮崎県 宮崎市大字島之内7069-2

医療法人雅会 河野整形外科 45_宮崎県 宮崎市大字島之内7309

福井医院 45_宮崎県 宮崎市大字浮田3127

名越内科 45_宮崎県 宮崎市大塚町権現昔779-6

徳田内科・とくだ小児科 45_宮崎県 宮崎市大塚町大塩道下4747

おおつか杉田眼科 45_宮崎県 宮崎市大塚町大迫南平4394

フタバ皮膚科形成外科医院 45_宮崎県 宮崎市大塚町馬場崎3523-1

ささきクリニック 45_宮崎県 宮崎市大塚町無量寺道下41番地1

作整形外科 45_宮崎県 宮崎市大島町国草158-2

社会医療法人 同心会 古賀総合病院 45_宮崎県 宮崎市池内町数太木1749-1

大西医院 45_宮崎県 宮崎市中央通り2-5

原田内科クリニック 45_宮崎県 宮崎市中村東2-7-10

きくち皮膚科泌尿器科クリニック 45_宮崎県 宮崎市中村東2丁目1-29

(医)春光会 なかしま外科・内科 45_宮崎県 宮崎市中村東2丁目4-8

楠元内科胃腸科医院 45_宮崎県 宮崎市平和が丘西町1-1

平部整形外科医院 45_宮崎県 宮崎市本郷南方2456-1

川名クリニック 45_宮崎県 宮崎市本郷北方2520-43

中山医院 45_宮崎県 宮崎市霧島4丁目196番地

県南病院 45_宮崎県 串間市大字西方3728番地

のだ小児科医院 45_宮崎県 串間市大字西方5337-3

串間中央クリニック 45_宮崎県 串間市大字西方6601番地1

医療法人社団 とめのファミリークリ

ニック
45_宮崎県 串間市都井2179

医療法人愛生堂 坂田病院 45_宮崎県 児湯郡高鍋町上江8108

やまぐち脳神経外科 45_宮崎県 児湯郡高鍋町北高鍋4764-5

国立病院機構 宮崎病院 45_宮崎県 児湯郡川南町大字川南19403-4

糸井医院 45_宮崎県 児湯郡川南町大字平田1888

小林市立病院 45_宮崎県 小林市細野2235番地3
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前田内科医院 45_宮崎県 小林市細野2759-1

堀胃腸科外科医院 45_宮崎県 小林市細野436番地10

医療法人養気会 池井病院 45_宮崎県 小林市真方87番地

医療法人友愛会 野尻中央病院 45_宮崎県 小林市野尻町東麓1176

医療法人和敬会 国見ヶ丘病院 45_宮崎県 西臼杵郡高千穂町押方1130

佐藤医院 45_宮崎県 西臼杵郡高千穂町大字岩戸72-1

医療法人 隆徳会 鶴田クリニック 45_宮崎県 西都市御舟町1丁目55番地

医療法人 隆徳会 鶴田病院 45_宮崎県 西都市御舟町1丁目78番地

医療法人社団 大和会 大塚病院 45_宮崎県 西都市御舟町2-45

富田医院 45_宮崎県 西都市小野崎2丁目35

医療法人至誠会 鵜木循環器内科医院 45_宮崎県 都城市花繰町11-10

児玉小児科 45_宮崎県 都城市花繰町14-3-1

医療法人 倫生会 三州病院 45_宮崎県 都城市花繰町3街区14号

やの耳鼻咽喉科 45_宮崎県 都城市吉尾町118-1

原田医院 45_宮崎県 都城市郡元町3245番地

ゆうクリニック 45_宮崎県 都城市広原町3-10-2

隅病院 45_宮崎県 都城市高崎町大牟田1204

医療法人 爽林会 政所医院 45_宮崎県 都城市高城町穂満坊3213-1

介護老人保健施設ハッピーライフ高城 45_宮崎県 都城市高城町穂満坊455-2

速見泌尿器科医院 45_宮崎県 都城市妻ヶ丘町4009番5号

医療法人 玉扇会 大岐医院 45_宮崎県 都城市山之口町花木2567-3

医療法人 一誠会 都城新生病院 45_宮崎県 都城市志比田町3782

独立行政法人国立病院機構都城医療セ

ンター
45_宮崎県 都城市祝吉町5033番地1

姉川医院 45_宮崎県 都城市小松原町1141-9

医療法人誠心会 マドコロ外科医院 45_宮崎県 都城市小松原町1161-3

医療法人 海誠会 庄内医院 45_宮崎県 都城市庄内町8610番地

医療法人(社団)仮屋医院 45_宮崎県 都城市上水流町2348

野辺医院 45_宮崎県 都城市上町10街区4号

医療法人三省会 倉内整形外科病院 45_宮崎県 都城市上町16-6

飯田整形外科クリニック 45_宮崎県 都城市上町7-9

いわよし耳鼻咽喉科クリニック 45_宮崎県 都城市千町5273-1

MKクリニック 45_宮崎県 都城市早鈴町1512

沖水こどもクリニック 45_宮崎県 都城市太郎坊町1547-12

園田光正内科医院 45_宮崎県 都城市太郎坊町6667-4

たかお浜田医院 45_宮崎県 都城市鷹尾4-4-2

橘病院 45_宮崎県 都城市中町15街区24号

瀬ノ口 内科放射線科医院 45_宮崎県 都城市都原町14番地
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あきと内科胃腸科 45_宮崎県 都城市都原町8146-1

はしぐち小児科会はしぐち小児科 45_宮崎県 都城市都原町8148-1

ふたみ眼科 45_宮崎県 都城市都北町6445

医療法人与州会 柳田病院 45_宮崎県 都城市東町10街区17号

いき形成外科ひふ科クリニック 45_宮崎県 都城市年見町24-5

川畑医院 45_宮崎県 都城市年見町8-2

宗正病院 45_宮崎県 都城市八幡町15街区3

医療法人社団 豊德会 丸田病院 45_宮崎県 都城市八幡町4街区2号

瀬ノ口醫院 45_宮崎県 都城市姫城町12-4

医療法人社団 三学会 安藤胃腸科外科

医院
45_宮崎県 都城市豊満町827-1

もちお蛯原医院 45_宮崎県 都城市蓑原町8251番地

医療法人社団 牧会 小牧病院 45_宮崎県 都城市立野町5-5-1

白石病院 45_宮崎県 東臼杵郡門川町大字門川尾末8600-100

たまきクリニック 45_宮崎県 東諸県郡綾町南俣657-4

田中外科内科医院 45_宮崎県 東諸県郡国富町本庄1946

家村内科 45_宮崎県 日向市財光寺1056-1

お倉が浜kidsクリニック 45_宮崎県 日向市財光寺1737-1-1

吉田クリニック 45_宮崎県 日向市財光寺615番地

医療法人望洋会 鮫島病院 45_宮崎県 日向市大字塩見14168

今給黎医院 45_宮崎県 日向市大字財光寺2864-3

にいな鶴町クリニック 45_宮崎県 日向市鶴町1丁目6番8号

大平整形外科リウマチ科 45_宮崎県 日向市都町15番30号

日向市立東郷病院 45_宮崎県 日向市東郷町山陰丙1412番地1

みずのメンタルクリニック 45_宮崎県 日向市北町1-2

産婦人科たなかクリニック 45_宮崎県 日南市園田1-1-5

医療法人北辰会 北村胃腸科眼科 45_宮崎県 日南市園田2丁目4-28

春光会記念病院 45_宮崎県 日南市星倉4600番1

愛泉会日南病院 45_宮崎県 日南市大字風田3649番2

山元病院 45_宮崎県 日南市中央通1-10-15

藤浦循環器科内科クリニック 45_宮崎県 日南市中央通1-6-18

医療法人文誠会 百瀬病院 45_宮崎県 日南市南郷町中村乙2101

猿渡医院 45_宮崎県 日南市南郷町東町13-5

河野医院 45_宮崎県 日南市木山1丁目5番13号

よしだ眼科クリニック 45_宮崎県 北諸県郡三股町樺山4612

医療法人養賢会 田中隆内科 45_宮崎県 北諸県郡三股町宮村2872-1

医療法人社団白水会 とまり内科外科胃

腸科医院
45_宮崎県 北諸県郡三股町稗田47-5

医療法人 清和会 共立医院 45_宮崎県 都城市蔵原町9-24
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医療法人 星海会 牧野医院
46_鹿児島

県
いちき串木野市羽島3554

京町内科・脳神経クリニック
46_鹿児島

県
いちき串木野市京町43番地

医療法人 聖愛会 春田内科整形外科
46_鹿児島

県
いちき串木野市京町57-1

花牟禮病院
46_鹿児島

県
いちき串木野市元町190

医療法人 聖愛会 春田クリニック
46_鹿児島

県
いちき串木野市春日町116

ふくもと整形外科・内科クリニック
46_鹿児島

県
いちき串木野市春日町8番地

産科・婦人科 久米クリニック
46_鹿児島

県
いちき串木野市曙町25番地

いとう耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
いちき串木野市曙町95番地

医療法人 さかえ会 さゆりクリニック
46_鹿児島

県
いちき串木野市昭和通101-1

野辺ひふ科クリニック
46_鹿児島

県
いちき串木野市昭和通34

医療法人 あさひ会 金子病院
46_鹿児島

県
いちき串木野市照島6002

市来内科・ひふ科・市来内科介護医療

院・デイサービスすこやか

46_鹿児島

県
いちき串木野市大里3869-6

医療法人 新山内科医院
46_鹿児島

県
いちき串木野市大里3933

串木野内科・循環器科
46_鹿児島

県
いちき串木野市中尾町72

医療法人 南洲会 南洲整形外科病院
46_鹿児島

県
いちき串木野市別府3994-5

恒吉医院
46_鹿児島

県
出水市高尾野町柴引1515

医療法人 有成会 有村産婦人科・内科
46_鹿児島

県
阿久根市栄町127番3

医療法人 優翔会 いまむらクリニック
46_鹿児島

県
阿久根市塩鶴町2丁目123

社会医療法人 昴和会 内山病院
46_鹿児島

県
阿久根市高松町22番地
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出水郡医師会広域医療センター
46_鹿児島

県
阿久根市赤瀬川4513

鶴見医院
46_鹿児島

県
阿久根市鶴見町119番

仁和会 山田クリニック
46_鹿児島

県
阿久根市本町63

松下亮治内科
46_鹿児島

県
姶良市加治木町新生町130

四本信一皮膚科
46_鹿児島

県
姶良市加治木町新生町132-2

医療法人王寿会 さんのう内科
46_鹿児島

県
姶良市加治木町諏訪町188番地

ザ王病院
46_鹿児島

県
姶良市加治木町反土2151-1

医療法人 七徳会 大井病院
46_鹿児島

県
姶良市加治木町本町141

医療法人 碩済会 フィオーレ第一病院
46_鹿児島

県
姶良市加治木町本町307-1

医療法人 碩済会 加治木記念病院
46_鹿児島

県
姶良市加治木町木田1227

医療法人 碩済会
46_鹿児島

県
姶良市加治木町木田1394-4-2

独立行政法人 国立病院機構 南九州病

院

46_鹿児島

県
姶良市加治木町木田1882

(医)水田会 加治木中央クリニック
46_鹿児島

県
姶良市加治木町木田410-1

こどもクリニック 山﨑
46_鹿児島

県
姶良市宮島町54-6

こまき内科循環器科クリニック
46_鹿児島

県
姶良市宮島町55-10

クリニック1にしあいら
46_鹿児島

県
姶良市西姶良1-20-2

あいら小児科
46_鹿児島

県
姶良市西餅田118番地1

徳重医院
46_鹿児島

県
姶良市西餅田1347

医療法人 健育会 たけうちクリニック
46_鹿児島

県
姶良市西餅田140
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ひふ科形成外科西クリニック
46_鹿児島

県
姶良市西餠田117-1

医療法人 鳥神会 寺師医院
46_鹿児島

県
伊佐市大口上町12-6

医療法人 栄和会 寺田病院
46_鹿児島

県
伊佐市大口上町31番地4

医療法人 恵明会 整形外科松元病院
46_鹿児島

県
伊佐市大口里491番地2

つよしクリニック
46_鹿児島

県
伊佐市菱刈重留1147-1

医療法人柏葉会 水間病院
46_鹿児島

県
伊佐市菱刈前目2125番地

奄美市住用国民健康保険診療所
46_鹿児島

県
奄美市住用町西仲間111

医療法人 奄真会 奄美眼科
46_鹿児島

県
奄美市名瀬⾧浜町8-3

益田泌尿器科医院
46_鹿児島

県
奄美市名瀬鳩浜町8

岩城眼科
46_鹿児島

県
奄美市名瀬末広町1-6-2F

政小児科内科医院
46_鹿児島

県
奄美市名瀬柳町4-43

風間内科胃腸科
46_鹿児島

県
奄美市名瀬有屋町15-3

山内クリニック
46_鹿児島

県
肝属郡肝付町前田4816-2

医療法人 南泉会 高山胃腸科・外科
46_鹿児島

県
肝属郡肝付町前田923-1

山路医院
46_鹿児島

県
肝属郡東串良町池之原141

やくしま森の診療所
46_鹿児島

県
熊毛郡屋久島町安房2395-1

さつまクリニック
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町求名12552-2

すずき耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町轟町18-10

小緑内科
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町轟町39-1
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薩摩郡医師会病院
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町轟町510

医療法人 轟紫会 木原医院
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町船木184-1

クオラリハビリテーション病院
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町船木2311-6

てらだ内科クリニック
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町田原147-3

立志クリニック
46_鹿児島

県
薩摩郡さつま町湯田1502-10

高江記念病院
46_鹿児島

県
薩摩川内市永利町2504-1

川内市医師会立市民病院
46_鹿児島

県
薩摩川内市永利町4107-7

川内こどもクリニック
46_鹿児島

県
薩摩川内市原田町30-26

有成会 有村眼科
46_鹿児島

県
薩摩川内市御陵下町20-29

川原クリニック
46_鹿児島

県
薩摩川内市向田本町18-11

せんだい耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
薩摩川内市高城町1945-1

ひがしクリニック
46_鹿児島

県
薩摩川内市勝目町4110-16

医療法人 敬安会 伊達病院
46_鹿児島

県
薩摩川内市神田町4-25

森園病院
46_鹿児島

県
薩摩川内市大小路町19-38

森田内科医院
46_鹿児島

県
薩摩川内市大小路町2191

医療法人 祥隆会 手塚医院
46_鹿児島

県
薩摩川内市大小路町43-25

医療法人 大海クリニック
46_鹿児島

県
薩摩川内市中郷3丁目65番地

医療法人 恵愛会 上村病院
46_鹿児島

県
薩摩川内市東開聞町9-22

社会医療法人 卓翔会 市比野記念病院
46_鹿児島

県
薩摩川内市樋脇町市比野3079
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徳田整形外科クリニック
46_鹿児島

県
薩摩川内市平佐町1689-7

医療法人 聖壽会 田島産婦人科
46_鹿児島

県
薩摩川内市平佐町1957-7

えびはら皮ふ科
46_鹿児島

県
志布志市志布志町安楽2192-2

医療法人豊泉会 大山病院
46_鹿児島

県
志布志市志布志町夏井1212-1

陽春堂内科診療所
46_鹿児島

県
志布志市志布志町志布志286-4

医療法人 手塚クリニック
46_鹿児島

県
志布志市志布志町志布志570-2

医療法人 童唱会 ひろた小児科
46_鹿児島

県
志布志市有明町野井倉8036-1

医療法人 赤崎会 赤崎病院
46_鹿児島

県
指宿市開聞仙田2307

山川病院
46_鹿児島

県
指宿市山川小川1571

医療法人 明正会 今林整形外科病院
46_鹿児島

県
指宿市十町352-2

⾧野整形外科クリニック
46_鹿児島

県
指宿市十二町3626-6

南記念クリニック
46_鹿児島

県
指宿市大牟礼3丁目24-15

こだま小児科
46_鹿児島

県
鹿屋市笠之原町29番24号

医療法人 内村産婦人科
46_鹿児島

県
鹿屋市串良町岡崎2070

常慈会 小浜クリニック
46_鹿児島

県
鹿屋市吾平町上名10

ひろた耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
鹿屋市札元2-3808-1

医療法人 鹿屋ハートセンター
46_鹿児島

県
鹿屋市札元2丁目3746-8

鮫島整形外科医院
46_鹿児島

県
鹿屋市寿1丁目1-1

医療法人 明昌会 フクダ医院
46_鹿児島

県
鹿屋市寿3丁目11番2号
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児玉上前共立クリニック
46_鹿児島

県
鹿屋市寿5丁目2番39号

医療法人 鶴朋会 よしどめ整形外科
46_鹿児島

県
鹿屋市川西町3613-1

たんぽぽクリニック
46_鹿児島

県
鹿屋市川西町3990-7

医療法人 一幸会 あべまつ眼科医院
46_鹿児島

県
鹿屋市大手町3番8号

みやぞのクリニック
46_鹿児島

県
鹿屋市田崎町2184-9

徳田・馬場クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市伊敷2-1-10

耳鼻咽喉科 村野クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市伊敷3丁目5番16号

外山内科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市伊敷5丁目19-25

医療法人甲清会 桑畑整形外科クリニッ

ク

46_鹿児島

県
鹿児島市伊敷5丁目8-32

まつなが耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
鹿児島市伊敷6-17-20

あんびる病院
46_鹿児島

県
鹿児島市稲荷町12-6

大山眼科医院
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿1-31-6

田村クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿3-29-10

医療法人 吉村眼科
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿3丁目26-7

うすきクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿4丁目30番13号

医療法人 陽幸会 宇宿うのき眼科
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿8丁目8番20号

ふるたクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿9丁目6番5号

在宅医療大徳クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市宇宿一丁目41番14号

メンタルホスピタル鹿児島
46_鹿児島

県
鹿児島市永吉1-11-1
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医療法人玉水会 玉水会病院
46_鹿児島

県
鹿児島市下伊敷1丁目1番5号

医療法人有隣会 伊敷病院
46_鹿児島

県
鹿児島市下伊敷2丁目4番15号

公益財団法人 鹿児島県民総合保健セン

ター

46_鹿児島

県
鹿児島市下伊敷3丁目1番7号

うしかい耳鼻咽喉科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市下荒田2-8-22

医療法人敬親会 豊島病院
46_鹿児島

県
鹿児島市下荒田3丁目27番1号

高見馬場JUNクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市加治屋町13-3

はやかわ循環器内科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市加治屋町18-8 大樹生命鹿児島ビル1F

医療法人 潤愛会 鮫島病院
46_鹿児島

県
鹿児島市加治屋町9-8

みなみクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市鴨池2-4-1

喜入クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市喜入町6016

きいれセントラルクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市喜入町6074-1

きいれ浜田クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市喜入町6988-1

ひとむぎ診療所
46_鹿児島

県
鹿児島市吉野一丁目40番26号

公益財団法人 東風会 三船病院
46_鹿児島

県
鹿児島市吉野町10,004番地1

たにもと耳鼻咽喉科・外科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市吉野町3908-41

上山クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市吉野町719-1

梅津整形外科医院
46_鹿児島

県
鹿児島市吉野二丁目14-15

くわはたクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市玉里団地2-5-1

医療法人 たついクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市玉里団地3丁目26-12
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医療法人優和会 増田整形外科病院
46_鹿児島

県
鹿児島市郡元1丁目1-1

川畑隼夫眼科医院
46_鹿児島

県
鹿児島市郡元3丁目2-1

川畑眼科医院
46_鹿児島

県
鹿児島市郡元3丁目2-1

三愛病院
46_鹿児島

県
鹿児島市郡元三丁目14番7号

三愛クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市郡元三丁目3番7号

前畠医院
46_鹿児島

県
鹿児島市郡山町1308

⿁丸内科循環器科
46_鹿児島

県
鹿児島市郡山町6513

医療法人社団 猪鹿倉会 パールランド

病院

46_鹿児島

県
鹿児島市犬迫町2253番地

医療法人共助会 三州病院
46_鹿児島

県
鹿児島市犬迫町7783-1

⾧嶺整形外科医院
46_鹿児島

県
鹿児島市呉服町5番12号

古川胃腸科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市光山1-6-23

シオンの家クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市光山2丁目18-6

小川耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
鹿児島市広木三丁目5番3号

岩尾病院
46_鹿児島

県
鹿児島市甲突町17-18

尾辻クリニック内科胃腸科
46_鹿児島

県
鹿児島市皇徳寺台1-28-15

小田代病院
46_鹿児島

県
鹿児島市荒田1丁目25-6

高木耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
鹿児島市荒田2-11-2

迫田晃郎クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市荒田2-41-5

医療法人風優佳 荒田ひふ科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市荒田2丁目39番16号
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大塚クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市荒田2丁目43-5

医療法人隆仁会 納病院
46_鹿児島

県
鹿児島市高麗町7番1号

島耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
鹿児島市坂之上七丁目2番7号

桜ヶ丘内科胃腸科
46_鹿児島

県
鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番9号

医療法人UHC うえの内科・循環器内

科クリニック

46_鹿児島

県
鹿児島市山下町8-3-3F

医療法人博友会 溝口内科医院
46_鹿児島

県
鹿児島市山田町367

中山生協クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市山田町731番地

国東内科小児科
46_鹿児島

県
鹿児島市山之口町6-10-1F

内科・循環器内科きはらハートクリ

ニック

46_鹿児島

県
鹿児島市紫原1-47-7

医療法人忠恕会わたなべ医院
46_鹿児島

県
鹿児島市紫原2丁目3-3

うえの耳鼻咽喉科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市紫原3丁目33-2

医療法人源睦会 田中整形外科クリニッ

ク

46_鹿児島

県
鹿児島市紫原4丁目19番10号

とよやまクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市紫原7丁目14-3

(医)兼垂会 橋口整形外科
46_鹿児島

県
鹿児島市小松原1-41-3

吉満鈴木耳鼻咽喉科
46_鹿児島

県
鹿児島市小川町1番4号

医療法人 藤田眼科
46_鹿児島

県
鹿児島市小野2-1-1

厚地記念クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市照国町12-1

医療法人邦友会 猿渡ひふ科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市上荒田町23-8-101

医療法人瑛寿会 濱島泌尿器科クリニッ

ク

46_鹿児島

県
鹿児島市上之園町17-15
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地域医療・福祉ステーション ひまわり

病院

46_鹿児島

県
鹿児島市上之園町20-28

(医)和心会 武井内科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市上之園町34-20-2F

久保皮膚科
46_鹿児島

県
鹿児島市上竜尾町5-19

鹿児島医療センター
46_鹿児島

県
鹿児島市城山町8-1

村山内科循環器科
46_鹿児島

県
鹿児島市城西2丁目6-7

仁愛会クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市新栄町2-1

医療法人 藤和会 米沢病院
46_鹿児島

県
鹿児島市新照院町19-8

有馬内科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市西千石町3-21

医療法人 敬愛会 中江病院
46_鹿児島

県
鹿児島市西千石町4番13号

社会医療法人 童仁会 池田病院
46_鹿児島

県
鹿児島市西田1丁目4-1

医療法人 本木下クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市西田1丁目6番地15

医療法人 真栄会 にいむら病院
46_鹿児島

県
鹿児島市西田2丁目26-20

亀井メンタルクリニック
46_鹿児島

県

鹿児島市西田2丁目28-13 ノーサイドヒルズ

2F

たけクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市川上町2573-11

盛満医院
46_鹿児島

県
鹿児島市川上町3444-1

慈愛会クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市泉町1番15号-1階

医療法人 栄光会 久米田内科 循環器内

科

46_鹿児島

県
鹿児島市草牟田2丁目24番1号

医療法人 きた眼科
46_鹿児島

県
鹿児島市草牟田町3-12

整形外科 米盛草牟田クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市草牟田二丁目27-10
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介護老人保健施設フェニックス
46_鹿児島

県
鹿児島市谷山中央1-4021-1

浜田クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市谷山中央1丁目4101-14

医療法人愛人会 川島病院
46_鹿児島

県
鹿児島市谷山中央1丁目4196番地

児玉整形外科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市谷山中央1丁目5002番地

総合病院 鹿児島生協病院
46_鹿児島

県
鹿児島市谷山中央5-20-10

谷山生協クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市谷山中央5-21-22

医療法人 南和会 白坂病院
46_鹿児島

県
鹿児島市中央町13番地の14

勝山クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市中央町22-16 アエールプラザ3階

医療法人 明星会 鹿児島園田眼科・形

成外科

46_鹿児島

県
鹿児島市中央町29-4

山口克也内科
46_鹿児島

県
鹿児島市中央町4-34 メディカルミュゼビル7F

にのみや小児科ひふ科
46_鹿児島

県
鹿児島市中山1の13の21

かめざわ整形外科
46_鹿児島

県
鹿児島市中山町1225-1

医療法人 柴心会  内科 柴田病院
46_鹿児島

県
鹿児島市中町12番14号

貴島整形外科
46_鹿児島

県
鹿児島市田上3丁目12-13

放射線科田之畑クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市東開町4-58

医療法人慈風会 介護老人保健施設 鴨

池慈風苑

46_鹿児島

県
鹿児島市東郡元町11-6

メンタルヘルスかごしま中央クリニッ

ク

46_鹿児島

県
鹿児島市東千石町13-19 天文館第二ビル2階

酒瀬川眼科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市東千石町13-29 天文館ビル3階

西内科・循環器科
46_鹿児島

県
鹿児島市東千石町13-29 天文館ビル4F
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産業保健メディカルクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市東谷山2丁目16-21

医療法人悠和会 田原内科・循環器科
46_鹿児島

県
鹿児島市東谷山3丁目14-1

中瀬小児科
46_鹿児島

県
鹿児島市東谷山4-33-12

共立病院
46_鹿児島

県
鹿児島市南郡元町11番11号

南鹿児島さくら病院
46_鹿児島

県
鹿児島市南郡元町24-15

神園医院
46_鹿児島

県
鹿児島市南林寺町10-8

医療法人博悠会 中村(哲)産婦人科・内

科

46_鹿児島

県
鹿児島市樋之口町3番7号

アクラス中央病院
46_鹿児島

県
鹿児島市武岡一町目121番5号

鹿児島赤十字病院
46_鹿児島

県
鹿児島市平川町2545番地

夜間休日診療所キタゾノクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市平之町9-1

医療法人碩済会 吉田記念病院
46_鹿児島

県
鹿児島市本名町470番地

医療法人 孝星会 ますみクリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市明和１丁目２６-７

有馬・藤島内科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市与次郎1-3-12

社会医療法人緑泉会 米盛病院
46_鹿児島

県
鹿児島市与次郎一丁目7番1号

鮫島クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市和田1-30-14

かわはら脳神経外科クリニック
46_鹿児島

県
鹿児島市和田1丁目17-10

医療法人透仁会 よしだ泌尿器科クリ

ニック

46_鹿児島

県
出水市黄金町427-1

医療法人孝徳会楠元内科医院
46_鹿児島

県
出水市平和町224

さくら通りクリニック
46_鹿児島

県
出水市平和町228
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吉井中央病院
46_鹿児島

県
出水市平和町336番地

医療法人吉田会 吉田耳鼻咽喉科医院
46_鹿児島

県
出水市本町3番5号

林泌尿器科クリニック
46_鹿児島

県
出水市明神町2355番地

垂水市立医療センター垂水中央病院
46_鹿児島

県
垂水市錦江町1-140

医療法人天恵会 東内科小児科クリニッ

ク

46_鹿児島

県
垂水市田神3485-1

百合砂診療所
46_鹿児島

県
西之表市鴨女町98番

せいざん病院
46_鹿児島

県
西之表市住吉3363-2

財部中央病院
46_鹿児島

県
曽於市財部町南俣11273-3

医療法人 義貫会 中島病院
46_鹿児島

県
曽於市末吉町栄町1-6-6

参篤会 高原病院
46_鹿児島

県
曽於市末吉町栄町2-12-1

医療法人 龍美会 龍美クリニック
46_鹿児島

県
大島郡与論町麦屋1305-5

朝戸医院
46_鹿児島

県
大島郡和泊町和泊14番

医療法人 起生会 友松内科クリニック
46_鹿児島

県
南さつま市加世田村原1丁目7-6

医療法人 酒瀬川医院
46_鹿児島

県
南さつま市加世田津貫5984

医療法人 和風会 加世田病院
46_鹿児島

県
南さつま市加世田唐仁原1181番地

医療法人 エターナル ふくいわ耳鼻咽

喉科クリニック

46_鹿児島

県
南さつま市加世田本町22-5

医療法人 南さつま中央病院
46_鹿児島

県
南さつま市加世田本町37-4

青木医院
46_鹿児島

県
南九州市頴娃町別府317

医療法人 橋口皮膚科
46_鹿児島

県
南九州市川辺町今田284
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内匠眼科
46_鹿児島

県
南九州市川辺町平山3440番地

医療法人 こどもの基地 清小児科
46_鹿児島

県
南九州市川辺町平山3778-1

かりや内科クリニック
46_鹿児島

県
南九州市川辺町平山6806

川辺生協病院
46_鹿児島

県
南九州市川辺町両添大正田1118番地

田中ヘルスケア診療所
46_鹿児島

県
南九州市知覧町塩屋14632-7

整形外科はやしだ病院
46_鹿児島

県
日置市伊集院町下谷口2423

黒岩整形外科内科
46_鹿児島

県
日置市伊集院町郡2丁目75番地

医療法人めぐみ会 久保内科
46_鹿児島

県
日置市伊集院町猪鹿倉96-5

医療法人 佑志会 守屋病院
46_鹿児島

県
日置市伊集院町徳重2丁目5番地5

鹿児島こども病院
46_鹿児島

県
日置市伊集院町妙円寺2丁目2000番669

大石医院
46_鹿児島

県
日置市東市来町湯田2153

医療法人博悠会 博悠会温泉病院
46_鹿児島

県
日置市東市来町湯田4648番地

医療法人 二三和会 尾辻病院
46_鹿児島

県
枕崎市住吉町60

枕崎こどもクリニック
46_鹿児島

県
枕崎市松之尾町15

森産婦人科
46_鹿児島

県
枕崎市西本町181番地

神園ひふ科クリニック
46_鹿児島

県
枕崎市千代田町22

枕崎市立病院
46_鹿児島

県
枕崎市日之出町230

社会医療法人 聖医会 サザン・リー

ジョン病院

46_鹿児島

県
枕崎市緑町220

佐藤医院
46_鹿児島

県
霧島市溝辺町有川327-2
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浜田医院
46_鹿児島

県
霧島市国分清水1-8-2

医療法人美﨑会 国分中央病院
46_鹿児島

県
霧島市国分中央1丁目25-70

国分生協病院
46_鹿児島

県
霧島市国分中央3丁目38番14号

渡辺眼科クリニック
46_鹿児島

県
霧島市国分中央一丁目7-64

医療法人春成会 鵜木医院
46_鹿児島

県
霧島市国分中央三丁目19番15号

医療法人藤栄会 いぢち眼科
46_鹿児島

県
霧島市国分府中町1番55号

プライマリ・ケアむろ内科
46_鹿児島

県
霧島市国分野口西28-52

霧島市立医師会医療センター
46_鹿児島

県
霧島市隼人町松永3320

医療法人 健秀会 たまいクリニック
46_鹿児島

県
霧島市隼人町真孝111番地

隼人クリニック
46_鹿児島

県
霧島市隼人町真孝870番地3

山下内科クリニック
46_鹿児島

県
霧島市隼人町神宮1丁目20-19

隼人温泉病院
46_鹿児島

県
霧島市隼人町神宮4丁目10-44

日当山温泉東洋医学クリニック
46_鹿児島

県
霧島市隼人町姫城3丁目86番地

医療法人 仁心会 福山病院
46_鹿児島

県
霧島市福山町福山771

みどり町眼科 47_沖縄県 うるま市みどり町4-14-7

うるま記念病院 47_沖縄県 うるま市昆布1832-397

あかみち整形外科リハビリクリニック 47_沖縄県 うるま市字赤道630番地

石川医院 47_沖縄県 うるま市石川2-21-5

医療法人うるまの杜 カヨウ眼科 47_沖縄県 うるま市石川白浜2-13-12

中部地区医師会 検診センター 47_沖縄県 中頭郡北谷町字宮城1-584

ひかりクリニック 47_沖縄県 那覇市松山2-1-12 合人社那覇松山ビル5階

医療法人 尊和会 げんか耳鼻咽喉科 47_沖縄県 浦添市伊祖2-3-1 2F

辺野喜内科・小児科 47_沖縄県 浦添市屋富祖2-24-7

稲福内科医院 47_沖縄県 浦添市経塚633-1F
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大田クリニック 47_沖縄県 浦添市字経塚745-7 経塚駅前医療モール2階

医療法人 八重瀬会 同仁病院 47_沖縄県 浦添市城間1-37-12

嶺井第一病院 47_沖縄県 浦添市大平466番地

バークレー整形外科スポーツクリニッ

ク
47_沖縄県

浦添市当山2-2-11-201 バークレーズメディカ

ルモール2F

医療法人太陽会 かりまた内科医院 47_沖縄県 浦添市内間4丁目23番21号

医療法人大平会 嶺井リハビリ病院 47_沖縄県 浦添市牧港3-1-10

医療法人明仁会 とぐち耳鼻咽喉科 47_沖縄県 浦添市牧港4-2-18

医療法人安心会 愛聖クリニック 47_沖縄県 沖縄市高原5丁目15番11号

医療法人至政会 嘉数医院 47_沖縄県 沖縄市諸見里1-26-2

一般社団法人日本健康倶楽部 沖縄支部

診療所
47_沖縄県 沖縄市登川3169番地

伊佐整形外科 47_沖縄県 沖縄市比屋根2-3-3

みさと耳鼻科 47_沖縄県 沖縄市美原4-1-15(2f)

いしはら小児科 47_沖縄県 沖縄市美原4-27-15

ふくはら小児科医院 47_沖縄県 沖縄市泡瀬2-8-7

アワセ皮フ科クリニック 47_沖縄県 沖縄市泡瀬4-1-2-1F

国立病院機構 沖縄病院 47_沖縄県 宜野湾市我如古3-20-14

海邦病院 47_沖縄県 宜野湾市真志喜2-23-5

ふくやま整形外科 47_沖縄県 宜野湾市⾧田1-28-1

医療法人 下地診療所 47_沖縄県 宮古島市下地字上地634-1

稲村耳鼻咽喉科 47_沖縄県 宮古島市平良字久貝669-1

いしみねクリニック 47_沖縄県 宮古島市平良西里269-5

恩納クリニック 47_沖縄県 国頭郡恩納村字恩納6329番地

かんな病院 47_沖縄県 国頭郡宜野座村漢那469

医療法人 光風会 北山病院 47_沖縄県 国頭郡今帰仁村字今泊307番地

医療法人 博寿会 もとぶ記念病院 47_沖縄県 国頭郡本部町字石川972

医療法人 野毛会 もとぶ野毛病院 47_沖縄県 国頭郡本部町字大浜880-1

てるや眼科クリニック 47_沖縄県 糸満市糸満1266-1

かみや母と子のクリニック 47_沖縄県 糸満市字阿波根1552番地2

医療法人陽和会 南山病院 47_沖縄県 糸満市字賀数406番地の1

医療法人南嶺会 勝連病院 47_沖縄県 糸満市字真栄平1026番地

南部クリニック 47_沖縄県 糸満市西崎町5-8-10

耳鼻咽喉科かおる医院 47_沖縄県 糸満市潮平705-4

安里眼科 47_沖縄県 糸満市潮平722

医療法人総秀会 ひとし眼科 47_沖縄県 石垣市真栄里108-4

博愛医院 47_沖縄県 石垣市大川179-7

小田内科医院 47_沖縄県 石垣市登野城319番地2 メゾン32-1-A

医療法人仁誠会 名嘉病院 47_沖縄県 中頭郡嘉手納町嘉手納258
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アドベンチストメディカルセンター 47_沖縄県 中頭郡西原町字幸地868番地

社会医療法人かりゆし会ハートライフ

病院
47_沖縄県 中頭郡中城村伊集208

介護老人保健施設 中城苑 47_沖縄県 中頭郡中城村字奥間909番地1

海風クリニック 47_沖縄県 中頭郡中城村南上原1005-2

なかそね内科 47_沖縄県 中頭郡読谷村伊良皆340

かなさん内科クリニック 47_沖縄県 中頭郡読谷村古堅675番

(医)法人 泰山会 まつしまクリニック 47_沖縄県 中頭郡読谷村瀬名波894-2

ファミリークリニックきたなかぐすく 47_沖縄県 中頭郡北中城村字喜舎場360番地1

一般財団法人沖縄県健康づくり財団 47_沖縄県 島尻郡南風原町字宮平212番地

ありがとう子供クリニック 47_沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山440-5

あおぞら小児科 47_沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原340-1

野原整形外科 47_沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原341-2

医療法人和の会 与那原中央病院 47_沖縄県 島尻郡与那原町字与那原2905番地

中村内科クリニック 47_沖縄県 島尻郡与那原町字与那原3068番地の1

愛和ファミリークリニック 47_沖縄県 那覇市おもろまち3-6-3 愛和ビル2F

そらクリニック 47_沖縄県 那覇市安里2-5-1-Ⅱ305

又吉内科クリニック 47_沖縄県 那覇市安里2-9-8 サンステーションビル1F

嶺井医院 47_沖縄県 那覇市安里398番地

さつきクリニック 47_沖縄県 那覇市宇栄原1-18-23

のは耳鼻咽喉科 47_沖縄県 那覇市寄宮1丁目31-15

たつや脳神経外科 47_沖縄県 那覇市久場川町2-96-18 メディカルプラザ3F

伊集内科医院 47_沖縄県 那覇市久米2-10-15

医療法人こころ満足会 形成外科KC 47_沖縄県 那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル6F

伊志嶺整形外科 47_沖縄県 那覇市久茂地3-24-14

医療法人育伸会 垣花小児科内科医院 47_沖縄県 那覇市金城5-14-12

かなぐすくクリニック 47_沖縄県 那覇市金城5-16-13

医療法人はごろも会 仲本病院 47_沖縄県 那覇市古島1-22-1

友利産婦人科 47_沖縄県 那覇市古波蔵2-25-34

イルカこころのクリニック 47_沖縄県 那覇市字寄宮154-7 玉元ビル202

こくら台ハートクリニック 47_沖縄県 那覇市字国場1169-20

琉生病院 47_沖縄県 那覇市字大道56番地

さきはら内科 47_沖縄県 那覇市字銘苅303番地

あかりクリニック 47_沖縄県
那覇市字銘苅303番地 メディカルヒルズめか

るビル2階

きなクリニック 47_沖縄県 那覇市首里儀保町1丁目26号3番地

花城内科医院 47_沖縄県 那覇市首里儀保町3丁目8
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首里の杜耳鼻咽喉科 47_沖縄県
那覇市首里久場川町2-96-18 メディカルプラ

ザ首里2F

オリブ山病院 47_沖縄県 那覇市首里石嶺町4-356

医療法人 もりやま小児科 47_沖縄県 那覇市首里石嶺町4-96-1

おろく皮フ科クリニック 47_沖縄県 那覇市小禄4-7-21

輔仁クリニック 47_沖縄県 那覇市松川301

中央皮フ科 47_沖縄県 那覇市松尾1-4-13

平良クリニック 47_沖縄県 那覇市松尾2-16-43

おぎどう眼科 47_沖縄県 那覇市上間275-1

医療法人祥杏会 おもろまちメディカル

センター
47_沖縄県 那覇市上之屋1-3-1

白井クリニック 47_沖縄県 那覇市真地52-3

石川眼科医院 47_沖縄県 那覇市泉崎2-3-20

やぎSUNクリニック 47_沖縄県 那覇市仲井間317-1 YMビル2F

神谷医院 47_沖縄県 那覇市⾧田1-12-35

医療法人なごみ泌尿器科クリニック 47_沖縄県 那覇市天久1-8-1 コーポ杜201

ながた内科クリニック 47_沖縄県 那覇市天久2-19-15

いらはクリニック 47_沖縄県 那覇市田原1-9-2

守礼クリニック 47_沖縄県 那覇市田原3-3-7

新垣クリニック 47_沖縄県 那覇市泊1-13-1

順天堂クリニック 47_沖縄県 那覇市泊1-13-16

山城整形外科眼科医院 47_沖縄県 那覇市樋川1-18-22

とくやま眼科 47_沖縄県 那覇市牧志2-16-8

仲本内科 47_沖縄県 那覇市銘苅3-15-3

平田胃腸科内科 47_沖縄県 那覇市銘苅3-22-33 R8ビル1階

医療法人寿仁会  沖縄セントラル病院 47_沖縄県 那覇市与儀1-26-6

つぼや眼科 47_沖縄県 那覇市壺屋1-7-16

浦崎整形外科クリニック 47_沖縄県 那覇市壺屋2-14-24

ロコモクリニック南城 47_沖縄県 南城市玉城字船越949-4

医療法人真徳会 沖縄メディカル病院 47_沖縄県 南城市佐敷字津波古西原2310番地

南城つはこクリニック 47_沖縄県 南城市佐敷津波古433番地

あかし内科クリニック 47_沖縄県 南城市知念久原693番地

みやぎ内科 47_沖縄県 豊見城市翁⾧869

もりクリニック 47_沖縄県 豊見城市宜保2-1-5-2F

医療法人まつみ会 松岡医院 47_沖縄県 豊見城市高嶺395-56

かかず内科クリニック 47_沖縄県 豊見城市根差部589-5

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 47_沖縄県 豊見城市字上田25番地

とくとくクリニック 47_沖縄県 豊見城市字豊見城444-2
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社会医療法人友愛会 豊見城中央病院附

属 健康管理センター
47_沖縄県 豊見城市字豊崎3番49

とよみ眼科 47_沖縄県 豊見城市真玉橋285-1 2階

かかず耳鼻咽喉科クリニック 47_沖縄県
豊見城市真玉橋285-1 とよみメディカルビル

3F

とよむファミリークリニック 47_沖縄県 豊見城市⾧堂375-6番地

かでな内科医院 47_沖縄県 豊見城市豊見城753-2

医療法人博寿会 メンタルクリニックや

んばる
47_沖縄県 名護市宇茂佐の森一丁目2番9号

介護老人保健施設 あけみおの里 47_沖縄県 名護市屋部468-1

あしとみ泌尿器科クリニック 47_沖縄県 名護市宮里5-10-17

ちはる眼科 47_沖縄県 名護市宮里6-8-7

スポーク・クリニック 47_沖縄県 名護市字屋部117番地

儀保小児科内科医院 47_沖縄県 名護市大西2-4-32

名護療育医療センター附属 育ちのクリ

ニック
47_沖縄県 名護市大東2-23-30
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