広島県
（平成29年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

もみじクリニック

広島県広島市中区白島北町１７－２

082-502-8100

大橋内科医院

広島県広島市中区白島中町11-10

082-221-8933

伊藤内科医院

広島県広島市中区白島九軒町１５－７

082-221-5427

三好医院

広島県広島市中区東白島町１７－１

082-221-1531

医療法人誠愛会 中津井内科胃腸科医院

広島県広島市中区東白島町８－１９

082-221-1382

白島クリニック

広島県広島市中区東白島町１５－８－２０１

082-223-8455

医療法人社団鯉城会 藤田内科医院

広島県広島市中区西白島町１３－１

082-227-2201

医療法人広翔会 こうの脳神経外科クリニック

広島県広島市中区西白島町１６－１７

082-502-0036

田中整形外科クリニック

広島県広島市中区西白島町２０－１５

082-511-7771

心療内科クリニック リュミエール

広島市中区西白島町２０－１５ メディカルプラザ西白島１Ｆ

082-212-2000

黒川クリニック

広島市中区西白島町２０－１５ メディカルプラザ西白島３Ｆ

082-511-7575

スサワ循環器科・内科

広島県広島市中区基町１－２０ オプリビル２Ｆ

082-223-0033

基町診療所

広島県広島市中区基町１８－２－１

082-221-5239

医療法人 灰塚医院

広島県広島市中区基町１８－４－４

082-221-6909

バスセンター佐々木内科

広島市中区基町６－２７ 広島バスセンタービル８Ｆ

082-225-3311

光山内科クリニック

広島市中区基町６－７８ リーガロイヤルホテル広島１０Ｆ

082-223-5055

グランドタワー メディカルコート ライフケアクリニック

広島市中区上八丁堀４－１ アーバンビューグランドタワー４Ｆ

082-227-3366

医療法人社団朋仁会 広島中央健診所

広島県広島市中区八丁堀１０－１０

082-228-1177

福原内科医院

広島県広島市中区八丁堀１１－１０ ＫＳビル３Ｆ

082-211-3800

山本内科クリニック

広島県広島市中区八丁堀１１－１８ 坪井ビル３Ｆ

082-224-2688

ＨＡＲＧ 広島アレルギー呼吸器クリニック 八丁堀

広島県広島市中区八丁堀１４－７ 八丁堀宮田ビル４Ｆ

082-511-5911

上田循環器 八丁堀クリニック

広島県広島市中区八丁堀１４－７ 八丁堀宮田ビル５Ｆ

082-502-6780

医療法人社団育仁会 川上消化器・内科クリニック

広島県広島市中区八丁堀４－２４

082-211-2323

医療法人社団 最上クリニック

広島県広島市中区八丁堀６－２０

082-228-2732

かわごえ循環器内科

広島市中区上幟町３－１１ 上幟町パークマンション１Ｆ

082-222-7776

医療法人 土本病院

広島県広島市中区橋本町４－７

082-228-3390

おだ内科クリニック

広島県広島市中区幟町１３－４ 広島マツダビル２Ｆ

082-502-1051

医療法人社団ヤマナ会 広島生活習慣病・がん健診所

広島県広島市中区幟町１３－４ 広島マツダビル４Ｆ

082-224-6661

うさがわクリニック

広島県広島市中区幟町１４－１６ 第２宇佐川ビル２Ｆ

082-224-0388

松野内科医院

広島県広島市中区幟町５－２１ 松野ビル２Ｆ

082-221-1337

大岩内科

広島県広島市中区鉄砲町２－６

082-221-2930

医療法人 かいせいクリニック

広島県広島市中区鉄砲町５－７ 広島偕成ビル７Ｆ

082-224-1111

吉田内科循環器科

広島県広島市中区胡町４－２８

082-248-1100

医療法人 小武家放射線科胃腸科医院

広島県広島市中区銀山町１１－２７

082-249-0041

医療法人社団明樟会 あおぞら健診・内科クリニック

広島県広島市中区三川町１－２０

082-246-1005

梶山内科医院

広島県広島市中区三川町２－１ サンリバービル４Ｆ

082-247-9086

医療法人社団 原田クリニック

広島県広島市中区三川町２－８ 井手ビル３Ｆ

082-247-8522

医療法人社団楓会 林病院

広島県広島市中区三川町３－８

082-248-0600

土井クリニック 土井内科神経内科クリニック

広島市中区紙屋町１丁目１－１７ 広島ミッドタウンビル１Ｆ

082-242-7878

風呂中内科

広島県広島市中区紙屋町１丁目４－１９

082-247-3002

医療法人みずの会 水野内科クリニック

広島県広島市中区紙屋町１丁目６－７

082-248-2727

竹野内科・消化器科クリニック

広島県広島市中区紙屋町２丁目２－２ 紙屋町ビル３Ｆ

082-242-6363

医療法人和会 山村クリニック

広島市中区紙屋町２丁目２－６ 紙屋町イワミビル３Ｆ

082-546-0111

医療法人 藤井レディースクリニック

広島市中区紙屋町２丁目２－６ 紙屋町イワミビル４Ｆ

082-241-2410

医療法人社団あいあい会 石岡内科クリニック

広島市中区紙屋町２丁目２－６ 紙屋町イワミビル５Ｆ

082-240-7755

中澤内科病院

広島県広島市中区立町４－１９

082-247-0532

斎内科

広島県広島市中区立町４－２１ 立町KIビル

082-247-1882

医療法人医仁会 本通トータルヘルス内科クリニック

広島県広島市中区本通７－２９ アイビービル３Ｆ

082-247-1588
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内田クリニック

広島県広島市中区袋町４－３ 滝口ビル５Ｆ

082-244-6337

西村内科クリニック

広島県広島市中区袋町５－３８ 山中ビル４Ｆ

082-242-0118

内科・脳神経内科・リハビリテーション科 宮﨑ゆうこクリニック

広島県広島市中区中町７－３５ 和光中町ビル２Ｆ

082-247-1916

医療法人清泉会 一ノ瀬病院

広島県広島市中区国泰寺町１丁目５－１１

082-243-6223

医療法人社団たかし会 尾鍋外科病院

広島県広島市中区国泰寺町１丁目９－１２

082-243-3711

医療法人社団 杉本クリニック

広島県広島市中区国泰寺町２丁目４－２

082-241-4187

医療法人 西村内科医院

広島県広島市中区富士見町２－２１

082-244-1838

大田クリニック整形外科

広島県広島市中区富士見町４－２７

082-242-1255

河面内科医院

広島県広島市中区富士見町５－６

082-249-5456

清水内科・消化器科

広島県広島市中区富士見町１２－１７

082-542-5122

廣島クリニック

広島県広島市中区宝町２－１ フジグラン広島４Ｆ

082-543-6688

笹尾クリニック

広島県広島市中区宝町４－７ 笹尾ビル２Ｆ

082-541-6363

花栗医院

広島県広島市中区宝町７－７

082-241-5536

鶴見クリニック

広島県広島市中区鶴見町１２－２０

082-248-6428

医療法人社団ばんぶ会 たけもとクリニック

広島県広島市中区鶴見町１４－６

082-541-0202

津田内科小児科医院

広島県広島市中区昭和町１１－２６

082-241-1372

西田内科医院

広島県広島市中区竹屋町１－２９

082-241-6752

ほーむけあクリニック

広島県広島市中区竹屋町８－８

082-546-0143

医療法人社団絆 とうぎ整形外科・リハビリクリニック

広島県広島市中区南竹屋町５－８

082-244-4114

なかむら内科クリニック

広島県広島市中区大手町１丁目１－２０ 相生橋ビル９Ｆ

082-545-1199

医療法人財団愛人会 河村内科消化器クリニック

広島県広島市中区大手町１丁目４－１１

082-248-0666

くまもと内科胃腸科

広島県広島市中区大手町１丁目５－２ マリーベル４Ｆ

082-544-0606

一般財団法人広島県集団検診協会 大手町診療所

広島県広島市中区大手町１丁目５－１７

082-248-4115

島内科外科

広島県広島市中区大手町１丁目５－２５

082-249-6161

医療法人創樹会 もりた心療内科クリニック

広島市中区大手町２丁目１－４ 広島本通マークビル５Ｆ

082-243-0038

山崎医院

広島県広島市中区大手町２丁目６－１１

082-247-1001

大手町こぶけ内科クリニック

広島県広島市中区大手町３丁目１－１１ 平野ビル１Ｆ

082-504-6255

中国電力株式会社 中電病院

広島県広島市中区大手町３丁目４－２７

082-241-8221

医療法人社団おおうち総合健診所 くにき内科

広島県広島市中区大手町３丁目６－１２ おおうちビル

082-542-5810

医療法人みずき会 クリニック大手町

広島県広島市中区大手町３丁目６－１２ おおうちビル

082-542-5800

医療法人健康倶楽部 健診クリニック

広島市中区大手町３丁目７－５ 広島パークビル３Ｆ

082-249-7011

医療法人三和会 おおうち病院

広島県広島市中区大手町３丁目７－１１

082-243-0001

澤野甲状腺・糖尿病専門予約クリニック

広島市中区大手町３丁目８－５ エイトバレー大手町９Ｆ

082-545-1673

藏本内科

広島県広島市中区大手町３丁目１３－６

082-504-7311

医療法人咸宜会 よしだハートクリニック

広島県広島市中区大手町３丁目１３－８ 本逕寺ビル２Ｆ

082-246-4188

医療法人つかさ会 高橋メディカルクリニック

広島市中区大手町３丁目１３－２９ メディオコート大手町２Ｆ

082-504-1131

医療法人社団 わだ内科医院

広島県広島市中区大手町５丁目７－１１

082-240-8000

医療法人社団 松本内科胃腸科

広島市中区大手町５丁目７－３ ビアビアンカマツヲ３Ｆ

082-246-1811

医療法人 千田内科クリニック

広島県広島市中区千田町１丁目９－１－２Ｆ

082-545-8080

松林内科医院

広島県広島市中区千田町２丁目１－８

082-241-4654

三浦内科医院

広島県広島市中区千田町２丁目９－２１

082-241-6777

広島原爆障害対策協議会 健康管理・増進センター

広島県広島市中区千田町３丁目８－６

082-243-2451

みゆき橋内科医院

広島県広島市中区東千田町２丁目１２－２０

082-242-8188

さくら内科・循環器内科

広島県広島市中区本川町１丁目１－２６－２Ｆ

082-503-2233

国家公務員共済組合連合会 広島記念病院

広島県広島市中区本川町１丁目４－３

082-292-1271

医療法人 中川産科婦人科医院

広島県広島市中区本川町2丁目1-16

082-231-2832

医療法人悠侑会 原田病院

広島県広島市中区広瀬町１－８

082-232-3351

梶山内科

広島県広島市中区十日市町１丁目２－２２

082-293-5522

医療法人社団 妹尾内科

広島県広島市中区十日市町１丁目４－２５

082-231-3873

医療法人社団 石田外科

広島県広島市中区十日市町１丁目６－１９

082-295-2211

酒井内科医院

広島県広島市中区十日市町２丁目４－６

082-231-0663
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医療法人社団つばさ会 横山内科クリニック

広島県広島市中区西十日市町１－５

082-295-8363

医療法人あかね会 中島土谷クリニック

広島県広島市中区中島町６－１

082-542-7272

医療法人 上村医院

広島県広島市中区住吉町８－１９

082-249-4655

医療法人社団 田丸整形外科

広島県広島市中区羽衣町２－１５

082-243-4785

いけだ放射線科内科

広島県広島市中区羽衣町１１－２

082-241-3058

高山内科クリニック

広島県広島市中区吉島東１丁目２３－１０－５

082-545-5858

医療法人社団あえば会 はしもと内科

広島県広島市中区吉島東１丁目２７－２０

082-244-5577

国家公務員共済組合連合会 吉島病院

広島県広島市中区吉島東３丁目２－３３

082-241-2167

よしじまクリニック

広島県広島市中区吉島新町１丁目４－１

082-247-8000

川村内科胃腸科医院

広島県広島市中区光南１丁目５－１０

082-241-7092

医療法人 岡本内科消化器科クリニック

広島県広島市中区光南１丁目１５－５

082-245-3649

医療法人社団幸明会 松本内科循環器科医院

広島県広島市中区光南１丁目１６－２３

082-243-7585

医療法人社団 瀬分内科

広島県広島市中区江波西２丁目８－１２

082-291-1489

小川内科

広島県広島市中区江波西２丁目３３－２０

082-234-3203

沢崎産婦人科医院

広島県広島市中区江波東１丁目１２－３６

082-232-8777

細川・内藤医院

広島県広島市中区江波東１丁目１３－２８

082-291-1111

医療法人社団 藤田医院

広島県広島市中区江波本町５－１８

082-231-1661

サザンクリニック 整形外科・内科

広島県広島市中区江波本町５－２８

082-234-5557

吉田医院

広島県広島市中区江波二本松１丁目１３－２０

082-232-0022

医療法人 榎木内科・循環器科医院

広島県広島市中区江波南１丁目３９－９

082-291-8101

医療法人社団曙会 シムラ病院

広島県広島市中区舟入町３－１３

082-294-5151

舟入槇殿胃腸科内科

広島県広島市中区舟入中町２－２３ 舟入コータース２Ｆ

082-293-0011

医療法人 山代眼科医院

広島県広島市中区舟入本町７－１５

082-231-5989

舟入山本内科クリニック

広島県広島市中区舟入本町１３－１２

082-503-7575

藤井病院

広島県広島市中区舟入本町１４－６

082-292-7341

医療法人社団恵仁会 平岡内科医院

広島県広島市中区舟入本町１５－１９

082-296-1280

ふないり脳クリニック

広島市中区舟入幸町４－２ クリニックモール舟入２Ｆ

082-503-2710

ひらお循環器消化器クリニック

広島市中区舟入幸町４－２ クリニックモール舟入３Ｆ

082-532-2611

原田内科・神経内科クリニック

広島県広島市中区舟入幸町１７－５

082-531-1112

医療法人 いのうえ内科脳神経クリニック

広島県広島市中区舟入川口町５－７

082-233-0747

もりお内科

広島県広島市中区舟入川口町６－８

082-234-2525

上杉医院

広島県広島市中区舟入川口町１２－１６

082-232-3787

医療法人社団 山下内科医院

広島県広島市中区西川口町１２－７

082-231-5501

林クリニック

広島県広島市中区舟入南１丁目１０－１３

082-291-4555

中村内科小児科医院

広島県広島市中区舟入南３丁目１３－７

082-231-5500

太田外科胃腸科放射線科医院

広島県広島市中区舟入南４丁目３－１

082-231-8338

医療法人 谷本内科クリニック

広島県広島市中区舟入南５丁目６－１４

082-291-2525

医療法人社団匡医 木村神経科内科クリニック

広島県広島市中区榎町３－１

082-292-8３81

医療法人 ちゃたに胃腸科外科

広島県広島市中区榎町３－２４

082-292-8881

医療法人原田会 原田内科医院

広島県広島市中区堺町２丁目６－２２

082-231-5577

藤村内科循環器科医院

広島県広島市中区河原町１２－２１

082-292-0121

一般財団法人広島県環境保健協会健康クリニック

広島県広島市中区広瀬北町９－１

082-232-4857

医療法人サツキ会 津元クリニック

広島県広島市佐伯区五月が丘２丁目７－２５

082-941-1133

五月が丘クリニック

広島県広島市佐伯区五月が丘５丁目２０－９

082-941-7373

医療法人 黄内科医院

広島県広島市佐伯区藤の木１丁目３１－１２

082-927-2020

水入医院

広島県広島市佐伯区利松１丁目８－５２

082-927-1101

医療法人社団伯瑛会 のぞみ整形外科ヒロシマ

広島県広島市佐伯区利松３丁目６－３０

082-929-0009

医療法人登静会 中村内科医院

広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１丁目１－１

082-928-2864

医療法人優和会 こどい内科クリニック

広島県広島市佐伯区八幡東２丁目２８－５４

082-928-1112

広島中央保健生活協同組合 生協さえき病院

広島県広島市佐伯区八幡東３丁目１１－２９

082-926-4511

こうの内科呼吸器クリニック

広島県広島市佐伯区八幡東３丁目１９－４５

082-926-3501
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医療法人社団 かねみつ整形外科医院

広島県広島市佐伯区八幡東３丁目２５－１７

082-927-3000

医療法人 なかつ泌尿器科クリニック

広島市佐伯区八幡東３丁目２８－１７ クロスロードビル３Ｆ

082-929-1131

小松内科クリニック

広島市佐伯区八幡東３丁目２８－１７ クロスロードビル４Ｆ

082-928-2828

医療法人社団 はやしクリニック

広島県広島市佐伯区八幡１丁目２２－１１

082-929-0884

医療法人青葉会 しらたきクリニック

広島県広島市佐伯区八幡２丁目６－１６

082-926-4811

三上整形外科医院

広島県広島市佐伯区八幡２丁目２５－２３

082-928-7778

山科内科医院

広島県広島市佐伯区八幡２丁目２６－２５

082-928-5111

医療法人 藤原胃腸肛門科外科医院

広島県広島市佐伯区八幡が丘１丁目２２－１４

082-927-0335

医療法人社団松永クリニック

広島市佐伯区皆賀２丁目２－３１ グリーンハイツ皆賀２Ｆ

082-924-1131

医療法人昇 平尾クリニック

広島県広島市佐伯区五日市駅前１丁目１１－３９

082-921-3161

ながお脳神経外科クリニック

広島市佐伯区五日市駅前１丁目５－１８ グラシアビル３０１

082-943-5882

いつかいち駅前内科

広島市佐伯区五日市駅前１丁目５－１８ グラシアビル４０１

082-943-6022

医療法人こころざし 岩本内科循環器内科

広島県広島市佐伯区五日市駅前３丁目４－１７

082-924-5333

医療法人社団誠友会 セントラルクリニック

広島県広島市佐伯区五日市駅前３丁目５－１６

082-923-1117

大村クリニック

広島県広島市佐伯区新宮苑３－３２

082-922-0010

医療法人 加藤内科クリニック

広島県広島市佐伯区五日市１丁目５－６１

082-921-0029

医療法人社団慶広会 野島内科医院

広島県広島市佐伯区五日市２丁目９－４

082-922-5552

あまき内科泌尿器科医院

広島県広島市佐伯区五日市中央２丁目１－１０

082-922-2366

寄田医院

広島県広島市佐伯区五日市中央２丁目２－１５

082-921-0689

医療法人社団 林外科医院

広島県広島市佐伯区五日市中央２丁目６－７

082-923-8118

名草クリニック

広島県広島市佐伯区五日市中央３丁目９－５１

082-924-7677

医療法人社団 三宅クリニック

広島県広島市佐伯区五日市中央５丁目１－３９

082-922-3655

医療法人 舛田内科・消化器科

広島県広島市佐伯区五日市中央５丁目８－１７

082-943-5015

医療法人社団つわぶき会 山下外科医院

広島県広島市佐伯区五日市中央５丁目１３－２５

082-921-2581

医療法人 たけだ内科循環器クリニック

広島県広島市佐伯区五日市中央７丁目８－５

082-923-7333

医療法人 長尾クリニック

広島県広島市佐伯区藤垂園１－１６

082-925-0101

ながしまクリニック

広島県広島市佐伯区吉見園２－２２

082-922-2151

医療法人社団一陽会 原田病院

広島県広島市佐伯区海老山町７－１０

082-923-5161

医療法人社団 赤尾ファミリ－クリニック

広島県広島市佐伯区海老園１丁目４－１９

082-922-3535

医療法人社団 たかた外科整形外科

広島県広島市佐伯区海老園１丁目６－１８

082-924-2800

川岡内科クリニック

広島県広島市佐伯区海老園２丁目３－８

082-922-0022

福原リハビリテーション整形外科・内科医院

広島県広島市佐伯区海老園２丁目９－２２

082-925-0555

石川内科外科クリニック

広島県広島市佐伯区海老園２丁目１０－２１

082-923-1100

やない心療内科クリニック

広島県広島市佐伯区楽々園２丁目２－２

082-943-6101

医療法人 松村循環器・外科医院

広島県広島市佐伯区楽々園２丁目２－１９

082-921-0434

医療法人 大江内科医院

広島県広島市佐伯区楽々園３丁目５－２７

082-922-3741

コープ五日市診療所

広島県広島市佐伯区千同１丁目２５－３６

082-924-0608

医療法人社団松葉会 松本外科医院

広島県広島市佐伯区千同２丁目１４－１１

082-923-6666

たかいしクリニック

広島県広島市佐伯区坪井１丁目２１－４３

082-943-7307

医療法人社団朋和会 西広島リハビリテーション病院

広島県広島市佐伯区三宅６丁目２６５

082-921-3230

医療法人 井上整形外科

広島県広島市佐伯区三筋２丁目１－３４

082-923-3161

町田内科・神経内科クリニック

広島県広島市佐伯区隅の浜２丁目９－７

082-922-0033

医療法人和同会 広島グリーンヒル病院

広島県広島市佐伯区五日市町下河内１８８－６

082-929-1110

医療法人社団清風会 五日市記念病院

広島県広島市佐伯区倉重１丁目９５

082-924-2211

松村循環器・外科医院 湯来まつむらクリニック

広島県広島市佐伯区湯来町白砂５９０

0829-40-5603

医療法人社団盛友会 林クリニック

広島県広島市佐伯区湯来町下９８７

0826-23-0005

医療法人竹生会 いくたに内科クリニック

広島県広島市東区戸坂山根１丁目２４－２３

082-516-0070

古江クリニック

広島県広島市東区戸坂中町３－１２

082-229-0331

築山内科医院

広島県広島市東区戸坂山崎町８－９

082-229-0737

医療法人社団輔仁会 太田川病院

広島県広島市東区戸坂千足１丁目２１－２５

082-220-0221

医療法人社団アイオワ 戸坂外科医院

広島県広島市東区戸坂千足２丁目５－１６

082-220-0050
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さくらクリニック

広島県広島市東区戸坂千足２丁目１０－１０

082-220-2955

土井クリニック戸坂

広島県広島市東区戸坂大上４丁目２１－２６

082-220-0055

山下内科・消化器科クリニック

広島県広島市東区戸坂出江１丁目１－１０

082-516-0150

医療法人 石田医院

広島県広島市東区戸坂出江２丁目１０－３１

082-229-0118

医療法人社団 小畠クリニック

広島県広島市東区温品１丁目３－２

082-289-0364

医療法人中山整形外科医院

広島県広島市東区中山東１丁目５－８

082-289-1030

松野クリニック

広島県広島市東区中山東２丁目２－３３

082-508-4488

金谷医院

広島県広島市東区福田１丁目７２４－１

082-899-8000

医療法人 ふくだクリニック

広島県広島市東区福田５丁目１１７５－１

082-883-0600

医療法人 山科循環器・外科医院

広島県広島市東区福田６丁目２０２３－８

082-899-6110

肥野藤内科医院

広島県広島市東区馬木２丁目５４１－５

082-899-8777

医療法人たかまさ会 山﨑病院

広島県広島市東区上温品１丁目２４－９

082-280-1234

おちあい循環器内科クリニック

広島県広島市東区温品４丁目６－２２

082-289-6677

医療法人社団慈聖会 小沢医院

広島県広島市東区温品６丁目３－１３

082-289-1021

いしがめ小児科

広島県広島市東区温品７丁目１０－１１－２０

082-573-1178

医療法人社団 松原クリニック

広島県広島市東区温品７丁目１１－３５

082-289-3223

伊達医院

広島県広島市東区温品７丁目１２－２６

082-289-0529

医療法人社団 豊島医院

広島県広島市東区矢賀１丁目６－２６

082-281-1612

ながたクリニック

広島県広島市東区矢賀２丁目８－１８

082-890-1119

中岡医院

広島県広島市東区矢賀新町４丁目１－２８

082-283-4970

青山クリニック

広島県広島市東区曙１丁目４－３０

082-261-3777

たまき内科消化器科

広島県広島市東区曙１丁目８－９

082-261-3782

医療法人 小田内科クリニック

広島県広島市東区曙５丁目３－２６

082-568-0700

医療法人ひろまさ会 谷本クリニック

広島県広島市東区尾長東２丁目５－４

082-262-0007

医療法人あずさ会 森整形外科

広島県広島市東区光町1丁目３－１６

082-264-5225

おか内科循環器科

広島県広島市東区光町２丁目４－６

082-506-3220

杉屋内科胃腸科医院

広島県広島市東区光町２丁目８－２５

082-263-1225

医療法人恵林会 益田内科胃腸科医院

広島県広島市東区若草町６－１

082-263-1955

たかた内科クリニック

広島県広島市東区若草町１０－１５

082-263-5077

医療法人広島ステーションクリニック

広島市東区若草町１１－２ グランアークテラス３Ｆ

082-568-1007

中谷整形外科

広島県広島市東区愛宕町９－１７

082-261-0312

ライフサポートクリニック広島

広島県広島市東区東蟹屋町７－３４ 重見ビル３階

082-259-3345

医療法人社団俊幸会 中川外科胃腸科

広島県広島市東区東蟹屋町１１－２３

082-262-2231

高橋内科胃腸科

広島県広島市東区上大須賀町１２－１１

082-263-1170

医療法人 ＪＲ広島病院

広島県広島市東区二葉の里３丁目１－３６

082-262-1170

医療法人優喜会 耳鼻咽喉科佐藤クリニック

広島県広島市東区牛田早稲田１丁目３－２６

082-211-1433

医療法人津谷内科 津谷内科呼吸器科クリニック

広島県広島市東区牛田早稲田１丁目６－３

082-221-5463

水入クリニック

広島県広島市東区牛田早稲田１丁目２３－８

082-962-0216

新田内科医院

広島県広島市東区牛田早稲田１丁目２４－１

082-227-8585

こだまクリニック

広島県広島市東区牛田東１丁目１－２６

082-221-2535

リバーサイド内科クリニック

広島県広島市東区牛田南１丁目７－８

082-212-3505

吉本脳神経外科内科医院

広島県広島市東区牛田中１丁目６－１２

082-227-9955

外科胃腸科 いとう医院

広島市東区牛田中１丁目１１－１２ セリジェ・ド・セキ１Ｆ

082-227-0900

ぎおん牛田病院附属牛田クリニック

広島県広島市東区牛田本町１丁目５－１４

082-223-3020

碓井内科胃腸科医院

広島県広島市東区牛田本町４丁目２－９

082-228-0680

山地内科医院

広島県広島市東区牛田旭２丁目４－１４

082-221-2602

渡部内科医院

広島県広島市東区牛田新町１丁目６－３６

082-223-0230

すみよし内科クリニック

広島県広島市東区牛田新町３丁目１４－２３

082-512-1181

くすの木クリニック

広島県広島市西区楠木町４丁目１６－１４

082-238-7764

医療法人厚生堂 長崎病院

広島県広島市西区横川新町３-１１

082-208-5801

小田内科

広島県広島市西区三篠町１丁目２－２９

082-237-3821
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医療法人社団慈恵会 いまだ病院

広島県広島市西区三篠町１丁目５－１

082-238-6111

長谷医院

広島県広島市西区三篠町１丁目７－１９

082-230-5241

医療法人社団さくら会 山崎内科クリニック

広島県広島市西区三篠町２丁目４－２８

082-230-5555

炭田内科胃腸科病院

広島県広島市西区三篠町３丁目５－２０

082-237-0532

森田外科医院

広島県広島市西区三篠町３丁目８－１

082-238-1566

みささ内科消化器科クリニック

広島県広島市西区三篠北町１９－２７ イケダビル１Ｆ

082-230-5150

くしろ外科胃腸科クリニック

広島県広島市西区三篠北町１９－２７ イケダビル５Ｆ

082-237-1512

カドモト医院

広島県広島市西区横川町１丁目３－１１

082-231-4587

医療法人栄平会 平岡内科クリニック

広島県広島市西区横川町２丁目７－１９

082-503-2107

医療法人せのがわ よこがわ駅前クリニック

広島県広島市西区横川町２丁目７－１９

082-294-8811

澄川内科医院

広島県広島市西区横川町２丁目１０－２３

082-231-1398

佐々木胃腸科内科医院

広島県広島市西区横川町２丁目１１－１２

082-292-6308

城眼科

広島市西区横川町３丁目２－１ 横川駅ＮＫビル３０２

082-503-5150

新田小児科

広島県広島市西区横川町３丁目９－１４

082-231-7901

たがしらクリニック

広島県広島市西区中広町２丁目２２－２１

082-297-6671

小野内科循環器科医院

広島県広島市西区中広町２丁目２８－１０

082-231-8585

医療法人社団公仁会 槇殿順記念病院

広島県広島市西区横川新町８－２１

082-296-0110

こうち内科胃腸科

広島県広島市西区横川新町１３－２２

082-531-0002

リハビリテーション脳神経外科 井口クリニック

広島県広島市西区上天満町７－１３ 井口家具西館４Ｆ

082-532-5099

医療法人社団光仁会 梶川病院

広島県広島市西区天満町８－７

082-231-1131

医療法人 三好内科医院

広島県広島市西区天満町１７－１

082-294-2277

洪内科・消化器科医院

広島県広島市西区都町２３－１４

082-503-1181

福島生協病院

広島県広島市西区福島町１丁目２４－７

082-292-3171

医療法人社団幸昌会 ウラベ医院

広島県広島市西区観音町６－２

082-231-8383

医療法人社団芸朋会 川本内科呼吸器内科クリニック

広島県広島市西区東観音町５－６

082-292-3669

醫療法人齊和會 廣島クリニック

広島県広島市西区東観音町２０－１６

082-232-0707

医療法人社団 稲垣内科

広島県広島市西区観音本町１丁目２２－２６

082-292-3506

医療法人社団 木下クリニック

広島県広島市西区観音本町２丁目３－１

082-231-3393

内科（糖尿病） 久安医院

広島県広島市西区観音本町２丁目７－２３

082-291-6645

医療法人千寿会 平林内科医院

広島市西区南観音６丁目１－６ ドマーニタセイビル１Ｆ

082-293-2700

医療法人西裕会 兼山整形外科医院

広島県広島市西区南観音７丁目３－１８

082-293-7878

医療法人社団晴風会 井上内科胃腸科

広島県広島市西区観音新町２丁目３－９

082-293-3215

医療法人 石橋クリニック

広島県広島市西区西観音町２３－１８

082-942-5557

森下クリニック

広島県広島市西区三滝本町２丁目７－１６－１０１

082-509-5511

医療法人社団 斎（いつき）整形外科

広島県広島市西区己斐本町１丁目５－５

082-271-7770

わかばクリニック

広島県広島市西区己斐本町１丁目９－２０

082-275-2600

大島内科循環器内科

広島県広島市西区己斐本町1丁目１６－１１

082-271-1333

医療法人 己斐杉本クリニック

広島県広島市西区己斐本町１丁目２５－６

082-271-5557

医療法人 はまだ小児クリニック

広島県広島市西区己斐本町１丁目２５－８

082-507-1500

蜂須賀整形外科

広島県広島市西区己斐本町２丁目１２－２７

082-272-3300

医療法人裕心会 落久保外科循環器内科クリニック

広島県広島市西区己斐本町３丁目２－８

082-271-4733

松阪内科医院

広島市西区己斐本町３丁目５－７ エステート己斐本町ビル２Ｆ

082-272-5100

医療法人あろえ会 岡本クリニック

広島県広島市西区己斐本町３丁目１１－７

082-271-0405

児玉クリニック胃腸科・外科

広島県広島市西区己斐中２丁目２１－１２

082-274-7575

おおひら内科クリニック

広島県広島市西区己斐上１丁目１１－３６

082-275-3001

医療法人社団 石田内科

広島県広島市西区己斐上２丁目１１－３

082-272-2121

二神内科胃腸科

広島県広島市西区己斐大迫２丁目１９－９

082-507-8484

医療法人光臨会 荒木脳神経外科病院

広島県広島市西区庚午北２丁目８－７

082-272-1114

正木内科胃腸科医院

広島県広島市西区庚午北２丁目９－２８

082-273-2511

医療法人社団 小林内科胃腸科医院

広島県広島市西区庚午北２丁目１８－１２

082-271-1250

木村内科・消化器科

広島県広島市西区庚午北２丁目２２－４

082-507-5015
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内藤内科医院

広島県広島市西区庚午北３丁目４－５

082-273-3888

医療法人ひばり 平岩内科

広島県広島市西区庚午中１丁目６－２１

082-507-7490

かわむら内科クリニック

広島県広島市西区庚午中２丁目１９－９

082-507-6007

内科胃腸科石田医院

広島県広島市西区庚午中３丁目１－１

082-272-7913

医療法人 細川医院

広島県広島市西区庚午中３丁目１－１６

082-271-1470

医療法人 川口クリニック

広島県広島市西区庚午中３丁目６－１１

082-274-6655

福永外科医院

広島県広島市西区庚午中３丁目１２－１２

082-271-6663

医療法人社団杏林会 いとうクリニック

広島県広島市西区庚午南１丁目３５－１３

082-271-1831

広島大腸肛門クリニック

広島県広島市西区庚午南１丁目３５－２１

082-507-1555

えもり内科クリニック

広島県広島市西区庚午南２丁目３５－２３

082-507-3811

医療法人広島健康会 アルパーク検診クリニック

広島市西区草津新町２丁目２６－１ アルパーク東棟９－１０Ｆ

082-501-1115

岩本医院

広島県広島市西区井口明神１丁目１０－１

082-278-3758

大田内科・神経内科

広島県広島市西区井口明神１丁目１４－４９

082-277-7762

石原耳鼻咽喉科医院

広島県広島市西区井口明神１丁目１４－４９

082-278-3320

松尾胃腸科内科医院

広島県広島市西区井口明神２丁目７－１５

082-278-0326

医療法人 篠原医院

広島県広島市西区井口３丁目６－３５

082-278-0393

医療法人社団 鈴峰今中医院

広島県広島市西区井口４丁目２－３１

082-277-1223

石橋内科医院

広島県広島市西区井口鈴が台１丁目４－６

082-277-8500

鈴が台クリニック

広島県広島市西区井口鈴が台３丁目５－２

082-278-6151

医療法人社団 久保田内科クリニック

広島県広島市西区井口台２丁目２３－３２

082-278-5321

医療法人和同会 広島パークヒル病院

広島県広島市西区田方２丁目１６－４５

082-274-1600

医療法人社団玉章会 力田病院

広島県広島市西区鈴が峰町１４－２０

082-277-2101

山下内科医院

広島県広島市西区山田新町２丁目２３－１

082-272-7666

山本内科循環器科

広島県広島市西区高須１丁目５－２３

082-274-4050

高見内科

広島県広島市西区草津南１丁目７－１０

082-278-6050

医療法人 網岡内科医院

広島県広島市西区草津東１丁目７－２０

082-271-4398

広島中央保健生活協同組合 草津診療所

広島県広島市西区草津東１丁目１１－４３

082-272-8665

藤浪医院

広島県広島市西区草津南２丁目６－７

082-278-1800

ふじたクリニック

広島県広島市西区草津南４丁目６－５－１

082-270-5515

医療法人社団永慈会 永田クリニック

広島県広島市西区古江東町７－２５

082-527-0888

医療法人尚志会 古江駅前内科

広島県広島市西区古江新町３－７

082-273-1211

有廣小児科内科医院

広島県広島市西区古江西町７－２０

082-271-5426

医療法人社団 加川整形外科病院

広島県広島市西区古江西町２２－１０

082-271-5127

夜陣外科医院

広島県広島市南区大州２丁目１４－１４

082-281-3570

医療法人社団 藤村医院

広島県広島市南区大州２丁目１５－１１

082-281-5523

医療法人社団 岩崎内科医院

広島県広島市南区南蟹屋１丁目３－３４

082-285-4570

医療法人 横山内科医院

広島県広島市南区東荒神町３－３５

082-263-1171

ふじわら医院

広島市南区段原１丁目３－１１ 啓愛プラザビル３Ｆ

082-567-0022

あずまクリニック放射線科・内科

広島県広島市南区段原１丁目８－１

082-261-5500

医療法人社団誠風会 高橋内科呼吸器クリニック

広島県広島市南区段原３丁目３－２７

082-262-5200

中西医院

広島県広島市南区段原４丁目１９－９

082-567-0820

医療法人社団一陽会 イーストクリニック

広島市南区段原南１丁目３－５３ 広島イーストビル６Ｆ

082-506-0123

医療法人社団幸伸会 おかはた小児科クリニック

広島県広島市南区段原南１丁目１－２２

082-506-3223

医療法人社団 稲垣胃腸科外科クリニック

広島県広島市南区段原南２丁目３－１６

082-261-9220

医療法人社団保志会 福永循環器・内科

広島県広島市南区段原南２丁目３－２３ タカキビル２Ｆ

082-264-8486

中原神経科・内科医院

広島県広島市南区段原南２丁目１２－２８

082-263-6035

まつだ整形外科

広島県広島市南区比治山本町１－２０

082-263-2111

医療法人社団まりも会 ヒロシマ平松病院

広島県広島市南区比治山本町１１－２７

082-256-3650

みなみ内科 ライフケアクリニック

広島県広島市南区比治山本町１６－３５

082-254-7433

山田外科内科医院

広島県広島市南区段原日出1丁目15-13

082-281-5711

岡田外科医院

広島県広島市南区段原山崎２丁目９－２２

082-281-2802
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医療法人 Ｓｋｙ Ｃｌｉｎｉｃ

広島県広島市南区大須賀町２０－１３

082-261-1171

駅ビルクリニック

広島県広島市南区松原町２－３７ ＡＳＳＥ６Ｆ－６１８

082-261-0001

三上内科医院

広島市南区松原町３－１ EKICITY HIROSHIMA EAST２０５

082-263-1745

医療法人 高杉クリニック

広島市南区松原町３－１ EKICITY HIROSHIMA EAST２０６

082-261-3556

女医によるファミリークリニック

広島市南区松原町５－１ ビッグフロントひろしま４Ｆ

082-262-5252

ＩＶＦクリニックひろしま

広島市南区松原町５－１ ビッグフロントひろしま４Ｆ

082-264-1131

ひろしま脳神経内科クリニック

広島市南区松原町５－１ ビッグフロントひろしま４Ｆ

082-568-0241

ビッグフロント広島内科・呼吸器科

広島市南区松原町５－１ ビッグフロントひろしま４Ｆ

082-569-1181

八幡内科

広島県広島市南区松原町９－１ 福屋広島駅前店１０Ｆ

082-568-3050

医療法人みやび会 高橋内科

広島県広島市南区猿猴橋町２－１１

082-264-6868

桜田整形外科

広島市南区猿猴橋町２－１１ 駅前クリニックビル４Ｆ

082-264-7166

槇殿放射線科

広島県広島市南区猿猴橋町６―３１

082-261-8811

芥川産婦人科医院

広島県広島市南区的場町１丁目５－４

082-263-1140

医療法人てっせん会 秋本外科医院

広島県広島市南区的場町１丁目７－２１

082-261-4663

医療法人社団孝和会 石田診療所

広島県広島市南区的場町１丁目８－１９

082-262-0500

佐々木外科整形外科医院

広島県広島市南区的場町２丁目３－９

082-262-1221

出口内科クリニック

広島県広島市南区金屋町８－７

082-262-1866

花田内科

広島県広島市南区松川町３－２８

082-262-0065

寛田クリニック

広島県広島市南区稲荷町３－２０

082-261-7030

山肩内科クリニック

広島県広島市南区稲荷町４－９

082-261-6687

医療法人社団 佐々木内科クリニック

広島県広島市南区京橋町１－２－２０１

082-263-6633

医療法人社団 新井内科

広島県広島市南区京橋町７－１８

082-261-2862

医療法人 新でしお病院

広島県広島市南区出汐１丁目３－９

082-251-7286

医療法人社団 竹内クリニック

広島県広島市南区出汐２丁目３－２８

082-253-8080

医療法人 おちうみ内科消化器クリニック

広島県広島市南区西旭町８－８

082-253-1316

二井内内科医院

広島県広島市南区西旭町１４－１７

082-253-2171

医療法人社団みのりの会 田島医院

広島県広島市南区宇品東１丁目４－１９

082-252-0031

かみつな内科医院

広島県広島市南区宇品東2丁目2-12

082-250-8470

医療法人社団 升島医院

広島県広島市南区宇品神田２丁目３－１９

082-254-5066

冨原脳神経外科医院

広島県広島市南区宇品神田２丁目１２－１６

082-255-2255

医療法人いずみ会 藤井循環器内科

広島県広島市南区宇品神田２丁目１４－２４

082-252-0133

竹内医院

広島県広島市南区宇品神田４丁目７－８

082-251-2321

医療法人 国政内科医院

広島県広島市南区宇品神田４丁目９－２２

082-255-1800

医療法人 牛尾内科医院

広島県広島市南区宇品神田５丁目２２－１７

082-254-5131

医療法人社団 福原医院

広島県広島市南区翠１丁目２－１１

082-251-1092

於保医院

広島県広島市南区翠１丁目１０－３６

082-251-4012

さとう脳神経外科クリニック

広島県広島市南区翠２丁目５－６

082-254-3211

まえだ内科呼吸器科

広島県広島市南区翠３丁目６－４ 翠町メディカルビル２Ｆ

082-254-3366

松浦内科医院

広島県広島市南区翠３丁目１８－６

082-505-5050

吉川内科消化器科医院

広島県広島市南区翠５丁目１６－５

082-254-2076

公益財団法人 広島県地域保健医療推進機構

広島県広島市南区皆実町１丁目６－２９

082-254-7111

堂面医院

広島県広島市南区皆実町３丁目４－３４

082-251-1510

医療法人慈徳会 真田病院

広島県広島市南区皆実町３丁目１３－２１

082-253-1291

住谷内科・消化器内科・リハビリテーション科

広島県広島市南区皆実町４丁目８－８

082-251-2596

いいだこどもクリニック

広島県広島市南区皆実町４丁目２２－８

082-250-1115

みなみまちクリニック

広島県広島市南区皆実町５丁目１８－２

082-250-0155

平賀内科クリニック

広島県広島市南区皆実町６丁目１４－４

082-253-1569

医療法人社団 竹本医院

広島県広島市南区宇品海岸２丁目２－１１

082-251-0932

田村医院

広島県広島市南区宇品海岸２丁目１２－２５

082-251-4043

一般社団法人 日本海員掖済会 広島掖済会診療所

広島県広島市南区宇品海岸２丁目１２－３５

082-251-2565

医療法人わかば会 岩本内科医院

広島県広島市南区宇品西２丁目７－３１

082-253-0018
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医療法人社団あやめ会 福原整形外科医院

広島県広島市南区宇品西４丁目４－８

082-251-6219

広島みなとクリニック

広島県広島市南区宇品西５丁目１２－４６

082-881-2525

沢近医院

広島県広島市南区宇品御幸１丁目１７－８

082-251-0261

医療法人社団 江島医院

広島県広島市南区宇品御幸２丁目５－７

082-251-2525

医療法人社団 宏精クリニック

広島県広島市南区宇品御幸３丁目１－１１

082-256-0065

髙畑医院

広島県広島市南区宇品御幸５丁目１６－１６

082-251-5355

医療法人 似島診療所

広島県広島市南区似島町家下７５２－７４

082-259-2515

医療法人社団 たねもり内科クリニック

広島県広島市南区上東雲町２６－１７

082-284-1949

東雲クリニック

広島県広島市南区上東雲町３０－２０

082-281-8641

村上外科内科

広島県広島市南区東雲２丁目１８－１５

082-282-1025

医療法人社団 古川医院

広島県広島市南区東雲本町１丁目１－２

082-281-7889

医療法人 野島内科医院

広島県広島市南区東雲本町１丁目１２－３

082-282-5517

医療法人 木下循環器・内科

広島県広島市南区東雲本町２丁目７－１０

082-281-1006

医療法人社団大安会 だいどう内科

広島県広島市南区東雲本町２丁目１７－５

082-281-8266

アラタニ内科医院

広島県広島市南区仁保新町１丁目３－３１

082-283-0851

医療法人社団広島厚生会 広島厚生病院

広島県広島市南区仁保新町１丁目５－１３

082-286-6111

医療法人俊和会 岡田クリニック

広島県広島市南区仁保新町１丁目９－１２

082-282-1565

佐々木内科胃腸科

広島県広島市南区東本浦町４－５

082-281-1027

医療法人 秋本外科クリニック

広島県広島市南区東本浦町５－２２

082-288-4114

藤元内科ファミリークリニック

広島県広島市南区東本浦町２２－２９

082-890-1200

竹本内科医院

広島県広島市南区丹那町６－１５

082-251-1518

なかた内科循環器クリニック

広島県広島市南区旭１丁目５－３１

082-298-7799

医療法人社団 大下医院

広島県広島市南区旭１丁目１９－２５

082-255-5055

石田内科小児科医院

広島県広島市南区旭２丁目４－１

082-255-3222

大村内科医院

広島県広島市南区北大河町１３－１

082-251-5664

中谷外科医院

広島県広島市南区西霞町１３－２７

082-255-1101

山田内科医院

広島県広島市南区西霞町１９－１５

082-255-0055

唐川消化器・内科医院

広島県広島市南区東霞町７－５

082-287-7755

医療法人 坪田内科

広島県広島市南区東青崎町１１－１５ ＹＳ青崎１Ｆ

082-283-2356

塩田病院

広島県広島市南区堀越１丁目７－３６

082-281-5515

医療法人社団祐仁会 川上医院

広島県広島市南区青崎１丁目７－２

082-281-1717

幸田内科医院

広島県広島市南区向洋新町２丁目１－５

082-288-4832

医療法人 えぐさ内科クリニック

広島県広島市南区向洋本町１０－２４

082-890-1222

マツダ株式会社 マツダ病院

広島県安芸郡府中町青崎南２－１５

082-565-5000

済生会呉病院

広島県呉市三条2-1-13

0823-21-1601

呉共済病院

広島県呉市西中央2-3-28

0823-22-2111

呉市医師会病院

広島県呉市朝日町15-24

0823-22-2321

中国労災病院

広島県呉市広多賀谷1-5-1

0823-72-7171

医療法人社団 大下クリニック

広島県呉市天応南町11-1

0823-38-7750

前田小・内科医院

広島県呉市天応塩谷町1-26

0823-38-7567

原医院

広島県呉市吉浦東本町1-7-4

0823-31-0797

野間クリニック

広島県呉市吉浦本町1-2-3

0823-31-7700

真田内科消化器科クリニック

広島県呉市吉浦東本町1-7-21

0823-31-7447

よしうら診療所

広島県呉市吉浦中町1-9-12

0823-31-7579

医療法人社団 生康会 谷本医院

広島県呉市吉浦宮花町7-11

0823-31-1123

高木医院

広島県呉市三条1-9-7

0823-21-2781

久保外科医院

広島県呉市海岸1-3-4

0823-21-0271

竹広医院

広島県呉市両城1-3-19

0823-21-4479

医療法人 ＴａｋｕＹｕ会 岸槌医院

広島県呉市海岸2-16-12

0823-21-7627

医療法人聖弘会 久保内科

広島県呉市海岸1-4-7

0823-21-0438

医療法人社団あおぞら会 古屋内科クリニック

広島県呉市三条2-12-6

0823-22-7577
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医療法人社団 谷口クリニック

広島県呉市東中央2-8-18

0823-23-5111

三好内科胃腸科

広島県呉市東中央2-1-7

0823-23-3311

富永内科

広島県呉市中央3-1-9

0823-22-1505

医療法人社団上村会 上村外科胃腸科医院

広島県呉市中央3-6-15

0823-22-7882

渡辺小児科循環器科クリニック

広島県呉市東中央2-5-22

0823-21-8005

サン・クリニック

広島県呉市朝日町1-8

0823-32-1515

医療法人永心会 笠岡レディースクリニック

広島県呉市西中央1-3-10-5F

0823-23-2828

たかき内科

広島県呉市三条4-8-1

0823-21-2249

医療法人心友会 下原循環器内科クリニック

広島県呉市西中央1-3-10

0823-32-5220

医療法人恵信会 木村胃腸科病院

広島県呉市三条3-5-22

0823-22-2306

医療法人香会 岡村医院

広島県呉市三条3-2-5

0823-24-3358

医療法人仁誠会 佐藤病院

広島県呉市三条3-4-25

0823-24-6654

医療法人 松本内科医院

広島県呉市本通5-5-9

0823-21-7170

医療法人順典会 手島医院

広島県呉市本通5-1-24

0823-21-2967

医療法人社団慈正会 大矢整形外科病院

広島県呉市中央4-4-5

0823-21-2507

医療法人社団恵友会 木下内科医院

広島県呉市中通3-2-14

0823-25-1181

舟橋産婦人科

広島県呉市中通2-2-9

0823-22-2784

田中産婦人科クリニック

広島県呉市中央1-5-28

0823-22-1321

医療法人社団中川会 呉中通病院

広島県呉市中通1-3-8

0823-22-2510

医療法人社団永楽会 前田病院

広島県呉市中央2-6-20

0823-25-2600

医療法人社団産婦人科小児科 松田医院

広島県呉市中通2-4-11

0823-22-2253

呉中央クリニック整形外科

広島県呉市中央1-5-21

0823-32-0011

医療法人社団スマイル 博愛クリニック

広島県呉市中央2-6-13

0823-23-8911

医療法人社団ひかり会 木村眼科内科病院

広島県呉市宝町3-15

0823-22-5544

村田内科クリニック

広島県呉市本通7-14-3

0823-20-0122

宮原内科医院

広島県呉市東中央1-3-22

0823-21-6365

宮岡胃腸科内科医院

広島県呉市東中央1-5-7

0823-25-3666

土本内科消化器科医院

広島県呉市伏原1-3-18

0823-22-7500

医療法人社団 悠仁会 後藤病院

広島県呉市東中央1-8-20

0823-23-1515

圓石放射線科・内科・胃腸科医院

広島県呉市郷町5-12

0823-21-2397

医療法人 福原内科クリニック

広島県呉市本通7-1-20

0823-25-5600

医療法人真住会 真鍋外科整形外科

広島県呉市本町9-16

0823-21-2853

高橋内科クリニック

広島県呉市本通4-9-5

0823-22-6881

医療法人 佐々木内科呼吸器科クリニック

広島県呉市本町4-1

0823-21-7373

医療法人 かわの内科胃腸科

広島県呉市本町4-2

0823-25-1411

よつばクリニック

広島県呉市和庄登町13-3

0823-25-8001

医療法人宗和会 香川内科クリニック

広島県呉市本通2-8-16

0823-22-3421

大原内科・循環器科

広島県呉市本通2-6-7

0823-21-7600

エム・エム会 マッターホルンリハビリテーション病院

広島県呉市中通1-5-25

0823-22-6868

藤原脳神経外科クリニック

広島県呉市中通2-1-24

0823-32-2515

コムラ医院

広島県呉市本通2-7-1

0823-21-8810

高橋医院

広島県呉市宮原3-9-1

0823-21-5620

堀田医院

広島県呉市宮原6-3-11

0823-25-2211

田中医院

広島県呉市宮原5-2-6

0823-25-1122

岡田医院

広島県呉市宮原12-12-28

0823-21-8648

かじまクリニック

広島県呉市宮原2-6-6

0823-69-0090

医療法人社団仁徳会 宮原通りクリニック

広島県呉市宮原11-3-14

0823-20-0777

城本内科医院

広島県呉市警固屋5-4-14

0823-28-0449

久保整形外科内科

広島県呉市警固屋4-2-28

0823-28-0158

中島内科

広島県呉市西畑町17-4

0823-22-0062

山尾医院

広島県呉市東畑1-1-22

0823-22-2719
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田辺医院

広島県呉市阿賀中央3-5-6

0823-73-5011

医療法人社団 森川内科医院

広島県呉市阿賀南5-2-10

0823-75-0808

寺岡内科・呼吸器科

広島県呉市本通5-6-12

0823-21-4666

馬場医院

広島県呉市阿賀中央8-8-10

0823-71-8269

医療法人社団 松瀬医院

広島県呉市阿賀北9-6-7

0823-73-2468

姫野内科医院

広島県呉市東中央4-5-25

0823-22-3355

医療法人社団豊和会 豊田内科胃腸科

広島県呉市伏原1-8-13

0823-21-0333

呉芸南病院

広島県呉市阿賀中央6-7-24

0823-72-1155

医療法人有信会 呉記念クリニック

広島県呉市阿賀北3-4-11

0823-72-3030

たまき整形外科

広島県呉市広本町3-18-12

0823-76-5757

さいとう内科

広島県呉市広大新開1-4-3

0823-72-7716

医療法人 玉木産婦人科医院

広島県呉市広本町3-22-26

0823-71-2248

西亀会みつの内科消化器科クリニック

広島県呉市広中新開1-11-9

0823-71-7018

医療法人エフシー ふじい内科循環器科

広島県呉市広本町3-17-21

0823-73-7070

山岡外科

広島県呉市広中新開3-8-38

0823-73-6622

杉医院

広島県呉市広本町3-16-9

0823-71-3326

神垣医院

広島県呉市広横路2-14-32

0823-76-5505

医療法人社団 福岡医院

広島県呉市広古新開7-21-14

0823-71-7013

医療法人清和会 荒谷医院

広島県呉市焼山西2-1-35

0823-34-3377

医療法人山法師会 焼山中央内科クリニック

広島県呉市焼山中央2-5-7-1F

0823-34-2511

浜田内科泌尿器科

広島県呉市焼山本庄4-8-16

0823-33-6611

こたち胃腸科・内科医院

広島県呉市焼山中央1-15-25

0823-33-0292

わたなべクリニック

広島県呉市焼山中央2-9-46

0823-34-2000

医療法人 本田内科クリニック

広島県呉市郷原町1650-1

0823-77-1555

医療法人社団長生 郷原診療所

広島県呉市郷原町1820-1

0823-77-1588

菅田内科医院

広島県呉市焼山桜ｹ丘3-3-25

0823-33-0313

医療法人有信会 呉記念病院

広島県呉市郷原町2379-42

0823-70-3200

日下医院

広島県呉市焼山中央1-2-25

0823-33-1171

医療法人社団わらび会 脇田医院

広島県呉市焼山中央2-1-1

0823-33-0018

医療法人飛翔会 松田脳神経外科

広島県呉市焼山中央1-2-16

0823-30-5161

医療法人社団スマイル クレア焼山クリニック

広島県呉市神山3-3-3

0823-34-5366

医療法人社団恒人会 河原クリニック

広島県呉市本通1-3-13

0823-21-5530

医療法人せいざん 青山病院

広島県呉市阿賀北5-15-3

0823-71-0151

医療法人社団 なかしお内科クリニック

広島県呉市広駅前1-1-10

0823-74-8181

二井谷内科

広島県呉市広駅前2-1-51

0823-71-3700

医療法人晃全会 大宇根内科呼吸器科クリニック

広島県呉市広古新開1-1-31

0823-76-2202

医療法人なだ会 きむら内科消化器科クリニック

広島県呉市広大新開3-3-50

0823-76-5511

医療法人 中央内科クリニック

広島県呉市広駅前1-4-58

0823-71-8585

三木谷胃腸科内科医院

広島県呉市広両谷2-6-11

0823-71-7010

神垣小児科

広島県呉市広中町12-24

0823-71-3400

医療法人社団 田村内科小児科

広島県呉市仁方西神町4-14

0823-79-0842

医療法人社団 石井外科診療所

広島県呉市仁方西神町6-13

0823-79-5601

村上内科胃腸科

広島県呉市仁方本町2-9-29

0823-79-1333

医療法人たつき会 菅田医院

広島県呉市川尻町東1-21-1

0823-87-2529

医療法人 山下内科クリニック

広島県呉市川尻町西2-4-28

0823-87-2145

医療法人 藤田医院

広島県呉市川尻町西2-14-25

0823-87-2067

医療法人社団 住吉医院

広島県呉市川尻町東1-10-12

0823-87-6123

医療法人社団 渡辺クリニック

広島県呉市川尻町西2-11-15

0823-87-2025

医療法人 西田医院

広島県呉市安浦町中央4-1-11

0823-84-2019

呉市国民健康保険安浦診療所

広島県呉市安浦町安登西6-1-39

0823-84-3034

医療法人社団 升谷医院

広島県呉市豊浜町豊島3958

0823-68-2015
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医療法人社団 越智医院

広島県呉市豊町大長4976-2

0823-66-2110

医療法人 沖本クリニック

広島県呉市豊町久比185-4

0823-66-2314

呉整形外科クリニック

広島県呉市宝町2番50号レクレ4F

0823-32-6611

谷本メディカルクリニック

広島県呉市三条4-4-12 1階

0823-27-6511

医療法人社団 三木会 森外科整形外科

広島県呉市宮原２丁目１－４

0823-25-7600

松尾内科循環器科クリニック

広島県呉市広古新開7-24-3

0823-76-6711

よしかわ医院

広島県呉市中央１－３－１ 光陽ビル２Ｆ

0823-23-2066

かわもと心臓内科クリニック

広島県呉市宝町2-23-1

0823-36-6660

いとう腎・泌尿器科クリニック

広島県呉市中通2-1-26 呉中通ビル４Ｆ

0823-32-7045

医療法人社団 正岡クリニック

広島県呉市本通1-5-14

0823-21-1801

医療法人 ＴＡＪＩ 内科離宮

広島県呉市広大新開1-4-19

0823-75-2211

アイネス内科クリニック

広島県福山市東桜町1-1 アイネスフクヤマ2階

084-973-1125

あをうめクリニック

広島県福山市東桜町1-43 備広福山駅前ﾋﾞﾙ5F

084-922-5030

青景医院

広島県福山市津之郷町津之郷484-5

084-951-1069

青葉台クリニック

広島県福山市青葉台1-11-20

084-947-6565

有木医院

広島県福山市本町1-1-103

084-922-1333

いぐちクリニック

広島県福山市沖野上町6-11-24

084-928-5327

池田響子ハートクリニック

広島県福山市若松町3-20

084-926-3767

石井内科医院

広島県福山市大黒町1-43

084-923-2972

いしい内科・糖尿病クリニック

広島県福山市御船町1-9-3 ウォンツ2階

084-973-2555

いしおか医院

広島県福山市大門町3-19-14

084-946-5100

石川内科医院

広島県福山市引野町1-19-30

084-941-7260

石田内科循環器科

広島県福山市東川口町4-9-12

084-954-1010

石藤クリニック

広島県福山市道三町1-1

084-923-1903

石原内科胃腸科

広島県福山市幕山台1-20-20

084-947-1177

伊勢丘内科クリニック

広島県福山市伊勢丘3-3-1

084-947-1159

いそだ病院

広島県福山市松浜町1-13-38

084-922-3346

板崎外科整形外科

広島県福山市港町2-5-25

084-923-1076

井上医院

広島県福山市古野上町10-23

084-923-2126

井上病院

広島県福山市東深津町3-23-46

084-943-5000

猪原歯科・リハビリテーション科

広島県福山市多治米町5-28-15

084-959-4601

庵谷内科循環器科

広島県福山市御幸町上岩成234-1

084-970-2022

岩﨑整形外科

広島県福山市木之庄町2-7-5

084-932-6380

上田循環器科内科

広島県福山市王子町2-14-11

084-923-6323

上野整形外科・リハビリ科

広島県福山市水呑町4425

084-920-5011

上原医院

広島県福山市幕山台1-1-1

084-948-2101

うだ胃腸科内科外科クリニック

広島県福山市沖野上町4-3-26

084-922-2445

宇田内科リウマチ科

広島県福山市東深津町2-8-30

084-922-4747

占部内科医院

広島県福山市川口町5-16-53

084-954-1331

大石病院

広島県福山市川口町1-7-15

084-953-3215

おおもとウィメンズクリニック

広島県福山市水呑町4447

084-920-5155

おかだ（外科・内科）医院

広島県福山市赤坂町早戸1470

084-951-1030

岡田クリニック

広島県福山市水呑町4526

084-920-5656

奥坊クリニック

広島県福山市西桜町1-6-1

084-922-5876

片岡内科胃腸科医院

広島県福山市山手町2-3-10

084-951-2111

かねもり婦人科クリニック

広島県福山市南本庄3-2-6

084-923-0882

神原病院

広島県福山市赤坂町赤坂1313

084-951-1007

神辺内科

広島県福山市野上町2-10-29

084-925-2567

菊地内科

広島県福山市千田町2-47-6

084-961-1115

楠本病院

広島県福山市曙町3-19-18

084-954-3030

クリニック和田

広島県福山市多治米町2-14-12

084-953-8292
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黒瀬クリニック

広島県福山市三吉町南1-11-15

084-926-1331

小池内科循環器科

広島県福山市明治町14-26

084-922-3017

小池病院

広島県福山市明治町10-5

084-932-3511

こじまクリニック

広島県福山市春日町1-23-25

084-945-1000

古城クリニック

広島県福山市野上町3-6-3

084-971-7335

こじょう内科

広島県福山市南手城町1-15-3

084-932-7680

児玉クリニック

広島県福山市南蔵王町6-2-8

084-943-5633

こばたけ医院

広島県福山市松浜町4-5-25

084-922-7878

小林医院

広島県福山市水呑町2030-3

084-956-1351

小林外科胃腸科

広島県福山市山手町2-1-1

084-952-1102

小林病院

広島県福山市春日町7-1-18

084-943-3111

コム・クリニック佐藤

広島県福山市引野町2-20-17

084-941-0001

さいきじんクリニック

広島県福山市瀬戸町山北450-1

084-949-2777

坂本眼科小児科クリニック

広島県福山市大門町1-40-12

084-946-6656

佐々木内科糖尿病クリニック

広島県福山市三之丸町11-11

084-922-0500

佐長内科クリニック

広島県福山市春日町1-20-38

084-945-7785

佐藤胃腸科医院

広島県福山市西町1-4-1

084-926-0221

佐藤内科胃腸科

広島県福山市光南町2-4-20

084-922-6561

さとう脳外科クリニック

広島県福山市大門町3-28-43

084-940-5855

山陽病院

広島県福山市野上町2-8-2

084-923-1133

しだはらクリニック

広島県福山市三吉町4-11-8

084-923-4368

シバハラ胃腸科内科

広島県福山市沖野上町4-15-16

084-931-4880

耳鼻咽喉科東手城医院

広島県福山市東手城町1-3-11

084-983-3341

島谷病院

広島県福山市新涯町2-5-8

084-953-5511

沼南医院

広島県福山市鞆町後地1296-2

084-982-2044

城北診療所

広島県福山市木之庄町2-7-2

084-923-8161

神石高原町立病院

広島県神石郡神石高原町小畠1763-2

0847-85-2711

鈴木クリニック

広島県神石郡神石高原町福永甲1441-2

0847-87-0199

瀬尾胃腸科内科医院

広島県福山市昭和町1-26

084-923-2738

セオ病院

広島県福山市住吉町4-1

084-924-2233

セントラル病院

広島県福山市住吉町7-3

084-924-4141

タカタ内科胃腸科

広島県福山市東町3-3-3

084-921-5878

高橋クリニック

福山市延広町1-25 明治安田生命福山駅前ビル5階

084-932-3778

武内科胃腸科医院

広島県福山市春日町5-4-8

084-943-5233

竹本内科循環器科

広島県福山市大黒町1-8

050-1220-8886

多田病院

広島県福山市大門町野々浜864

084-941-1170

田中メディカルクリニック

広島県福山市手城町2-1-20

084-925-3660

谷口ハートクリニック

広島県福山市多治米町2-15-16

084-959-3211

ちかもり内科医院

広島県福山市曙町5-19-23

084-920-2360

中国労働衛生協会

広島県福山市引野町5-14-2

084-941-8211

土屋内科医院

広島県福山市東手城町3-11-16

084-941-1754

寺岡整形外科病院

広島県福山市南本庄3-1-52

084-923-0516

徳永医院

広島県福山市鞆町鞆908-3

084-983-5050

とくも胃腸科皮ふ科

広島県福山市光南町1-7-9

084-923-1552

冨永内科医院

広島県福山市奈良津町3-1-1

084-922-6139

中川クリニック

広島県福山市西深津町6-13-5

084-921-0300

永原内科クリニック

広島県福山市伊勢丘6-1-30

084-948-9123

中村内科・小児科

広島県福山市引野町南2-14-17

084-941-2620

にしえクリニック

広島県福山市宝町5-25

084-931-3223

西谷内科

広島県福山市本町5-20

084-926-0800

日本鋼管福山病院

広島県福山市大門町津之下1844

084-945-3106
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脳神経センター大田記念病院

広島県福山市沖野上町3-6-28

084-931-8650

法宗医院

広島県福山市伊勢丘5-6-1

084-947-5507

花園クリニック

広島県福山市花園町1-3-9

084-932-6303

原内科医院

広島県福山市南手城町4-1-6

084-931-0608

東福山内科医院

広島県福山市引野町北2-22-16

084-943-8880

日野内科・小児科クリニック

広島県福山市新涯町1-5-38

084-957-7222

日野ホームクリニック内科・小児科

広島県福山市御門町3-3-15

084-923-1939

平井外科胃腸科医院

広島県福山市御幸町下岩成649-5

084-955-5550

平川内科医院

広島県福山市北吉津町3-11-16

084-925-1060

平山クリニック

広島県福山市三吉町南2-12-14

084-923-2231

広岡整形外科

広島県福山市南手城町1-9-25

084-926-6200

広畑内科・もり皮膚科

広島県福山市横尾町1-21-8

084-955-5005

福田内科小児科

広島県福山市瀬戸町長和185-3

084-951-2201

福山回生病院

広島県福山市引野町5-9-21

084-941-0665

福山記念病院

広島県福山市港町1-15-30

084-922-0998

福山検診所

広島県福山市南本庄5-11-1

084-926-2580

福山光南クリニック

広島県福山市光南町3-7-8

084-923-3724

福山市医師会健康支援センター

広島県福山市三吉町南2-11-25

084-921-0035

福山城西病院

広島県福山市西町2-11-36

084-926-0606

福山第一病院

広島県福山市南蔵王町5-14-5

084-943-7171

福山ファミリークリニック

広島県福山市南手城町2-13-19

084-931-4690

ふじいクリニック

広島県福山市水呑町4433

084-983-2219

藤井整形形成外科医院

広島県福山市奈良津町3-1-5

084-925-0011

藤井病院

広島県福山市鞆町鞆323

084-982-2431

藤田小児科内科医院

広島県福山市春日町3-10-25

084-948-6500

藤本外科胃腸科肛門科クリニック

広島県福山市御門町3-9-23

084-927-1414

ふじもり医院

広島県福山市伊勢丘5-1-30

084-947-1275

船町ふじおかクリニック

広島県福山市船町3-4

084-944-9005

前原病院

広島県福山市手城町1-3-41

084-925-1086

まつなが産科婦人科

広島県福山市三吉町3-3-23

084-923-0145

まつはまクリニック

広島県福山市松浜町1-4-13

084-920-8150

まつもりファミリークリニック

広島県福山市本庄町中1-2-13

084-973-0131

水永リハビリテーション病院

広島県福山市南蔵王町4-16-16

084-925-5555

三宅会グッドライフ病院

広島県福山市東町1-1-18

084-923-0220

宮崎胃腸科放射線科内科医院

広島県福山市霞町2-4-3

084-932-2485

明神館クリニック

広島県福山市明神町2-5-22

084-927-0011

向田医院

広島県福山市水呑町2329-7

084-956-0048

村上内科循環器科医院

広島県福山市道三町5-15

084-921-0811

もりかわ内科クリニック

広島県福山市東手城町1-3-11

084-983-0088

森田内科クリニック

広島県福山市南蔵王町6-4-13

084-940-5051

森近内科

広島県福山市西深津町4-2-50

084-927-4858

森内科

広島県福山市手城町2-8-4

084-922-1816

やすだクリニック

広島県福山市御門町2-5-29

084-922-1511

山本醫院

広島県福山市引野町北2-8-28

084-943-2777

吉實クリニック

広島県神石郡神石高原町油木乙6676-15

0847-82-0005

よしだレディースクリニック内科・小児科

広島県福山市新涯町3-19-36

084-954-0341

若林医院

広島県福山市春日町2-3-29

084-941-1112

渡邉内科クリニック

広島県福山市川口町4-12-37

084-920-2327

諫見内科眼科医院

広島県尾道市久保1-2-4

0848-37-5805

板阪内科小児科医院

広島県尾道市西久保町12-28

0848-37-3803

井手内科クリニック

広島県尾道市土堂2-9-10

0848-22-3738
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上野整形外科

広島県尾道市高須町1286-3

0848-46-0080

宇根クリニック

広島県尾道市高須町4773-1

0848-47-4111

大田垣医院

広島県尾道市向島町542-35

0848-44-0660

おかはし内科医院

広島県尾道市三軒家町17-12

0848-22-2262

おぐら小児科

広島県尾道市高須町4803-8

0848-20-2370

尾道クリニック

広島県尾道市新浜2-10-12

0848-25-3077

笠井病院

広島県尾道市久保1-3-19

0848-37-2308

かつたにクリニック

広島県尾道市栗原西1-4-19

0848-38-2511

かなもと医院

広島県尾道市門田町1-43

0848-23-4677

加納内科消化器科

広島県尾道市高須町3659-1

0848-47-3200

神原こうじクリニック

広島県尾道市浦崎町2746

0848-73-5617

木曽病院

広島県尾道市神田町2-24

0848-23-5858

くさか整形外科

広島県尾道市美ノ郷町三成226-5

0848-48-4870

久山内科医院

広島県尾道市久保2-5-25

0848-37-3134

クリニック長坂

広島県尾道市久保1-13-14

0848-37-5890

高亀医院

広島県尾道市久保2-24-17

0848-37-3102

小坂耳鼻咽喉科クリニック

広島県尾道市向島町5883-7

0848-45-3336

こころ尾道駅前クリニック

広島県尾道市土堂町1-11-6

0848-36-5561

ささき小児科医院

広島県尾道市西御所町2-9

0848-22-4083

佐藤内科クリニック

広島県尾道市浦崎町2723

0848-73-2380

さとう皮ふ科

広島県尾道市栗原西2-5-9

0848-20-0707

尾道市立市民病院

広島県尾道市新高山3-1170-177

0848-47-1155

砂田内科

広島県尾道市久保1-1-15

0848-37-5888

厚生連尾道総合病院

広島県尾道市平原1-10-23

0848-22-8111

たがしら医院

広島県尾道市美ノ郷町三成2675

0848-48-3588

高橋医院

広島県尾道市高須町2694

0848-46-0004

高原内科循環器科

広島県尾道市向島町5617-51

0848-45-2881

田辺クリニック

広島県尾道市古浜町6-20

0848-24-1155

檀上医院

広島県尾道市西御所町9-9

0848-22-3861

土橋内科医院

広島県尾道市美ノ郷町三成1065-1

0848-48-4114

土本ファミリークリニック

広島県尾道市向島町5900

0848-44-0246

徳毛外科医院

広島県尾道市新浜1-4-1

0848-25-2233

戸谷医院

広島県尾道市御調町神101

0848-76-0160

鍋島内科

広島県尾道市西御所町13-32

0848-22-2600

西医院

広島県尾道市手崎町7-16

0848-23-2437

にしがき脳神経外科医院

広島県尾道市新浜1-9-27

0848-20-0802

平櫛内科医院

広島県尾道市栗原東2-4-32

0848-22-9748

弘田内科クリニック

広島県尾道市栗原西2-3-11

0848-20-1266

福原内科医院

広島県尾道市新浜2-2-3

0848-22-5500

藤田内科医院

広島県尾道市長江1-23-8

0848-20-7133

藤本医院

広島県尾道市栗原町9650-4

0848-23-2424

本多医院

広島県尾道市御調町丸河南721-1

0848-76-0036

正岡クリニック

広島県尾道市栗原町5901-1

0848-24-2411

正岡外科胃腸科医院

広島県尾道市栗原西1-9-15

0848-23-5255

松本内科胃腸科医院

広島県尾道市向東町3570-5

0848-45-2277

松本病院

広島県尾道市久保3-14-22

0848－37-2400

丸谷循環器科内科医院

広島県尾道市高須町1383-2

0848-46-7755

公立みつぎ総合病院

広島県尾道市御調町市124

0848-76-1111

三宅医院

広島県尾道市向島町576-1

0848-44-1048

みやの耳鼻咽喉科

広島県尾道市高須町5737

0848-47-3387

宮地クリニック

広島県尾道市栗原町11482

0848-22-8855
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村上医院

広島県尾道市土堂2-2-16

0848-23-2047

村上記念病院

広島県尾道市新浜1-14-26

0848-22-3131

メディカルカウンセリングルーム本田クリニック

広島県尾道市高須町4754-5

0848-56-1855

百島診療所

広島県尾道市百島町972

0848-73-5399

森本医院

広島県尾道市天満町17-15

0848-22-5009

八木診療所

広島県尾道市御調町大田3

0848-76-2255

山本医院

広島県尾道市美ノ郷町白江597

0848-48-0021

山本病院

広島県尾道市高須町735

0848-46-0634

湯浅内科

広島県尾道市土堂2-2-8

0848-23-7070

吉原胃腸科外科

広島県尾道市向東町8681-1

0848-45-0007

川西医院

広島県三原市西町1丁目2-63

0848-63-4887

すずき内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ

広島県三原市本町1丁目9-12

0848-62-9907

医療法人社団 杏善会 初鹿内科胃腸科医院

広島県三原市中之町1丁目21-10

0848-62-5571

医療法人社団 杏善会 初鹿内科医院分院

広島県三原市中之町3丁目3-11

0848-62-6482

医療法人社団 正和会 松下クリニック

広島県三原市城町1丁目20-25

0848-62-2493

小園内科・循環器科

広島県三原市城町2丁目2-1第2勝原ビル2F

0848-62-7525

寺田外科クリニック

広島県三原市城町1丁目2-1ペアシティ三原西館2F

0848-81-0510

医療法人社団 坂田外科肛門科

広島県三原市宮沖5丁目2-14

0848-63-5555

医療法人社団 みやもり医院

広島県三原市宗郷3丁目3-3

0848-67-9655

医療法人 木曽胃腸科内科

広島県三原市明神2丁目11-7

0848-81-0311

医療法人社団 戸谷整形外科医院

広島県三原市宮浦3丁目28-18

0848-67-1622

医療法人社団 石根内科循環器科医院

広島県三原市沼田東町片島224-5

0848-60-2050

なぎさ医院

広島県三原市須波2-22-32

0848-61-5551

医療法人 阪田医院

広島県三原市幸崎能地4丁目10-5

0848-69-0003

医療法人社団 ツネトウ胃腸科外科

広島県三原市須波西1丁目1-12

0848-67-0613

医療法人 つぼい医院

広島県三原市糸崎4丁目9-24

0848-62-6767

医療法人 児玉医院

広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田346

0845-27-0833

医療法人社団 回生会 永井医院

広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田349-7

0845-27-0020

医療法人 木下内科医院

広島県三原市本郷南7-15-13

0848-86-3706

医療法人社団 堀内医院

広島県三原市本郷南6丁目21-3

0848-86-2028

医療法人社団 三康会 得能クリニック

広島県三原市宗郷1丁目3番12号

0848-67-7711

あさだ内科

広島県三原市宮浦5丁目16-23

0848-61-5688

かじやま内科循環器科

広島県三原市宮沖2丁目6-18

0848-61-3180

医療法人社団 いしねファミリークリニック

広島県三原市本郷南5-19-15

0848-60-6555

医療法人社団明清会 さんさん内科クリニック

広島県三原市港町1丁目3-15

0848-61-3171

医療法人 寿仁会 田原クリニック

広島県三原市大和町下徳良1901-8

0847-33-0480

三原市医師会病院

広島県三原市宮浦1丁目15-1

0848-62-3113

三菱三原病院

広島県三原市糸崎3丁目3-1

0848-62-7331

総合病院 三原赤十字病院

広島県三原市東町2丁目7-1

0848-64-8111

社会医療法人 里仁会 興生総合病院

広島県三原市円一町2丁目5番1号

0848-63-5500

医療法人 杏仁会 松尾内科病院

広島県三原市城町3丁目7-1

0848-63-5088

医療法人 宗斉会 須波宗斉会病院

広島県三原市須波ハイツ2丁目3-10

0848-69-1888

医療法人 仁康会 本郷中央病院

広島県三原市下北方1丁目7番30号

0848-86-6780

尾道市立市民病院附属瀬戸田診療所

広島県尾道市瀬戸田町中野400

0845-27-2161

大和診療所

広島県三原市大和町和木1538-1

0847-34-0034

医療法人社団明清会 山田記念病院

広島県三原市宮浦6丁目2-1

0848-67-4767

医療法人社団慈成会武井胃腸科内科

広島県三原市宮沖5-8-20

0848-62-3844

みはらえきまえクリニック

広島県三原市城町1丁目8-7

0848-63-5000

医療法人 清幸会 三原城町病院

広島県三原市城町1丁目14-14

0848-64-1212

医療法人社団中郷クリニック東生口診療所

広島県尾道市因島原町668-18

0845-26-3050

医療法人社団藤井医院

広島県尾道市因島重井町6309

0845-25-0088
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岡崎医院

広島県尾道市因島重井町2933

0845-25-0029

医療法人社団翠明会藤田医院

広島県尾道市因島中庄町4934

0845-26-2030

森尾内科医院

広島県尾道市因島中庄町3314-3

0845-24-3470

村上医院

広島県尾道市因島田熊町1215-2

0845-22-0529

医療法人社団田熊巻幡医院まきはたクリニック

広島県尾道市因島田熊町1140-1

0845-22-6661

医療法人社団中郷クリニック

広島県尾道市因島土生町187

0845-22-0130

巻幡内科医院

広島県尾道市因島土生町1686-1

0845-22-2696

医療法人社団真田クリニック

広島県尾道市因島土生町1809-34

0845-22-0867

鈴木内科医院

広島県尾道市因島土生町1899-24

0845-22-9585

医療法人社団青影会三宅医院

広島県尾道市因島土生町2086-3

0845-22-0554

益田眼科小児科医院

広島県尾道市因島土生町2021

0845-22-2877

医療法人社団住幸会弓場医院

広島県尾道市因島土生町2023-5

0845-22-0235

医療法人社団巻幡内科循環器科

広島県尾道市因島土生町331

0845-22-3111

医療法人誠和会田中医院

広島県尾道市因島三庄町1618-1

0845-22-0409

因島医師会病院

広島県尾道市因島中庄町1962

0845-24-1210

日立造船健康保険組合因島総合病院

広島県尾道市因島土生町2561

0845-22-2552

本町医院

広島県大竹市本町２丁目１５－１７

0827-52-4427

しまだファミリークリニック

広島県大竹市油見３丁目１２－７

0827-53-3022

阿多田診療所

広島県大竹市阿多田４０３－２

0827-53-7061

村井内科クリニック

広島県大竹市南栄１丁目６－１５

0827-52-8138

シルククリニック

広島県大竹市本町１丁目５－６

0827-52-3313

レディスクリニックとよしま医院

広島県大竹市油見３丁目１９－６

0827-53-7789

渡辺医院

広島県大竹市立戸２丁目３－８

0827-53-1151

坪井クリニック

広島県大竹市本町１丁目１－１８

0827-52-8337

大和橋医院

広島県大竹市本町２丁目９－４

0827-52-3059

佐川内科医院

広島県大竹市玖波２丁目４－２

0827-57-2233

荒田クリニック

広島県大竹市油見３丁目１９－１９

0827-53-4100

大竹中央クリニック

広島県大竹市新町１丁目１－２５

0827-52-6200

おおえ内科クリニック

広島県大竹市晴海１丁目４－１３

0827-35-5552

メープルヒル病院

広島県大竹市玖波５丁目２－１

0827-57-7451

独立行政法人国立病院機構広島西医療センター

広島県大竹市玖波４丁目１－１

0827-57-7151

山下ケアクリニック

広島県大竹市油見3丁目３－９

0827-54-0852

医療法人 大島内科医院

広島県安芸郡府中町浜田本町7-1

082-281-8557

太田整形外科・大成呼吸器クリニック

広島県安芸郡府中町大通2-10-8

082-510-5107

岡原皮ふ科内科クリニック

安芸郡府中町大須２－１－１イオンモール広島府中２Ｆ

082-561-0303

医療法人社団 小山田内科医院

広島県安芸郡府中町鹿籠2-13-6

082-281-0807

医療法人社団 こさか内科

広島県安芸郡府中町青崎東20-2

082-281-4482

坂下外科医院

広島県安芸郡府中町鶴江1-25-23

082-282-2228

しみずハート内科クリニック

広島県安芸郡府中町大須3-8-56-2F

082-283-8010

医療法人 しらね眼科

広島県安芸郡府中町鶴江1-25-20

082-581-3383

医療法人社団 スガタ整形外科医院

広島県安芸郡府中町石井城1-5-36

082-285-6522

鈴川内科循環器科

広島県安芸郡府中町山田1-2-7

082-286-0050

医療法人社団 瀬戸ハイム内科

広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム1-2-24

082-285-0816

医療法人社団 高上クリニック

広島県安芸郡府中町浜田3-9-3

082-581-5533

ちくいえクリニック

広島県安芸郡府中町本町5-1-6

082-286-7788

医療法人・社団・永慈会・永田内科医院

安芸郡府中町青崎中24-26 クリニックモール向洋2階

082-285-0808

医療法人社団 中村医院

広島県安芸郡府中町本町3-4-1

082-281-5714

なんば内科

広島県安芸郡府中町本町2-5-13

082-282-4511

医療法人 健仁会 西村内科医院

広島県安芸郡府中町桃山1-1-24

082-281-6001

医療法人 社団 福永内科医院

広島県安芸郡府中町緑ヶ丘13-5

082-283-7751

消化器内科 ぺんぎんクリニック

広島県安芸郡府中町本町1-4-12

082-508-2321

広島県17

実施機関名

所在地
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医療法人社団 前野医院

広島県安芸郡府中町石井城2-10-20

082-281-2334

医療法人静和会 みはら内科クリニック

広島県安芸郡府中町大通2-8-21-2F

082-286-1177

医療法人 あいクリニック

広島県広島市安芸区船越南2-18-19

082-822-0080

大木クリニック

広島県広島市安芸区船越3-14-41

082-823-2236

医療法人社団たくみ会 きむらクリニック

広島県広島市安芸区船越南2-17-1

082-820-0522

たにクリニック

広島県広島市安芸区船越南2-1-11

082-823-2220

医療法人恒和会 東部健診センター

広島県広島市安芸区船越南3-24-27

082-823-3333

医療法人 社団 泰山会 根石医院

広島県広島市安芸区船越6-3-19

082-823-2037

医療法人 恒和会 松石病院

広島県広島市安芸区船越南3-23-3

082-823-0003

吉本クリニック

広島県広島市安芸区船越南2-17-1

082-821-1700

医療法人 秋本クリニック

広島県安芸郡海田町稲荷町3-34

082-823-7777

大野内科胃腸科医院

広島県安芸郡海田町月見町4-5

082-823-5555

片桐整形外科

広島県安芸郡海田町南昭和町14-20

082-823-9133

河島脳外科クリニック

広島県安芸郡海田町砂走10-33

082-823-8222

かわもと皮ふ科

広島県安芸郡海田町窪町2-14

082-820-0101

医療法人 くすおか整形外科クリニック

広島県安芸郡海田町新町17-8

082-824-0505

高橋医院

広島県安芸郡海田町南堀川町1-15

082-823-4602

ちえ内科クリニック

広島県安芸郡海田町幸町8-14-3

082-847-6500

深坂内科循環器科

広島県安芸郡海田町窪町2-14

082-823-0588

南海田病院

広島県安芸郡海田町栄町2-42

082-823-8855

医療法人社団 康仁会 森原内科胃腸科医院

広島県安芸郡海田町蟹原1-13-11

082-822-5550

医療法人社団山路会 山野上内科クリニック

広島県安芸郡海田町稲荷町7-15

082-823-7272

医療法人かしの木会 山本整形外科病院

広島県安芸郡海田町堀川町2-23

082-822-3000

よしだ内科呼吸器科

広島県安芸郡海田町西浜4-22-4

082-821-2512

医療法人社団長寿会あおぞら診療所

広島県広島市安芸区中野7-22-11

082-880-0030

広島市医師会運営 安芸市民病院

広島県広島市安芸区畑賀2-14-1

082-827-0121

社会福祉法人社団あと会 あと・クリニック

広島県広島市安芸区阿戸町485‐1

082-856-0612

加藤内科胃腸科医院

広島県広島市安芸区中野東3-3-14

082-893-1221

医療法人 こうゆう会 川上内科クリニック

広島県広島市安芸区中野東5-1-7

082-893-6886

さなだ内科クリニック

広島県広島市安芸区瀬野2-12-11

082-820-3001

医療法人社団 白寿会 シラネ外科胃腸科

広島県広島市安芸区中野東1-21-29

082-892-1500

医療法人 のぞみ 瀬野白川病院

広島県広島市安芸区瀬野1-28-3

082-894-1117

中野東クリニック

広島県広島市安芸区中野5-17-15

082-893-3700

中山内科医院

広島県広島市安芸区中野3-9-6

082-892-3118

医療法人社団長寿会 はたのリハビリ整形外科

広島県広島市安芸区中野5-13-30

082-893-3636

森石内科医院

広島県広島市安芸区中野東1-11-31

082-893-0020

大瀬戸内科

広島県安芸郡熊野町出来庭2-18-11

082-854-8585

梶山医院

広島県安芸郡熊野町貴船18-16

082-854-2771

片山医院

広島県安芸郡熊野町出来庭9-2-18

082-854-0252

医療法人社団 新宮会 倉田医院

広島県安芸郡熊野町新宮1-5-13

082-854-7050

医療法人 こだま会 児玉クリニック

広島県安芸郡熊野町荻原3-1-1

082-855-4700

医療法人 豊田レディースクリニック

広島県安芸郡熊野町川角4-30-1

082-855-1913

藤田小児科医院

広島県安芸郡熊野町萩原6-26-4

082-854-0707

宗盛医院

広島県安芸郡熊野町中溝4-1-8

082-854-1111

金沢内科・循環器科

広島県広島市安芸区矢野西4-10-18

082-889-5501

医療法人 社団 竹中クリニック

広島県広島市安芸区矢野西4-1-21

082-889-1001

医療法人 とまと会 津丸内科医院

広島県広島市安芸区矢野西4-1-17

082-888-4561

浜田医院

広島県広島市安芸区矢野東2-31-10

082-888-0233

医療法人 つばさ 廣本クリニック

広島県広島市安芸区矢野南3-1-2

082-888-5077

クリニック 福本リハビリ整形外科

広島県広島市安芸区矢野東2-31-11

082-888-1575

医療法人 純心会 行武医院

広島県広島市安芸区矢野西1-3-2

082-888-5577
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医療法人 杏林堂 河原クリニック

広島県安芸郡坂町横浜中央1-3-5

082-820-1711

済生会広島病院健康管理センター

広島県安芸郡坂町北新地2-3-10

082-820-1870

クリニック たなべ整形外科

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜1-8-33

082-884-4155

豊田内科医院

広島県安芸郡坂町坂西1-4-10

082-885-0280

三登医院

広島県安芸郡坂町坂西1-6-8

082-885-0037

医療法人社団仁風会 青木病院

広島県江田島市江田島町中央4-17-10

0823-42-1121

秋月診療所

広島県江田島市江田島町秋月2-6-15

0823-42-0235

医療法人社団 吉田会 吉田病院

広島県江田島市江田島町津久茂2-6-2

0823-42-1100

医療法人社団 石井クリニック

広島県呉市音戸町南隠渡1-5-14

0823-51-2201

医療法人社団向日葵会 角医院

広島県呉市音戸町藤脇2-19-3

0823-56-0508

医療法人 社団 川岡医院

広島県呉市音戸町波多見1-28-16

0823-52-0021

呉市国民健康保険音戸診療所

広島県呉市音戸町高須3-7-15

0823-50-0622

医療法人 社団 はまゆう会 黒澤医院

広島県呉市音戸町北隠渡1-6-3

0823-52-2215

黒澤波多見診療所

広島県呉市音戸町波多見5-16-12

0823-52-1118

医療法人社団 河野診療所

広島県呉市音戸町鰯浜2-3-31

0823-52-2277

医療法人 社団 田中医院

広島県呉市音戸町渡子2-27-3

0823-52-2771

医療法人社団 むらい内科クリニック

広島県呉市音戸町引地1-5-60

0823-52-2268

医療法人社団 さゆり会 向井内科

広島県呉市音戸町田原2-2-8

0823-51-2112

医療法人社団 春風会 西亀診療院

広島県呉市倉橋町11824

0823-54-0316

医療法人社団 森本医院

広島県呉市倉橋町7382-2

0823-56-2225

公立下蒲刈病院

広島県呉市下蒲刈町下島2120-4

0823-65-3100

一般財団法人広島結核予防協会 住吉浜病院

広島県呉市下蒲刈町下島2498

0823-65-2345

一般社団法人 安芸地区医師会

広島県安芸郡海田町栄町5-13

082-823-4931

明石内科クリニック

広島県廿日市市山陽園8-19

0829-32-1911

あまのクリニック

広島県廿日市市串戸5-1-37

0829-31-5151

ｱﾏﾉﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

広島県廿日市市陽光台5-9

0829-37-0800

網本内科消化器科医院

広島県廿日市市平良2-10-37

0829-34-3434

医療法人 あわや内科クリニック

広島県廿日市市佐方4-4-13

0829-34-0288

石橋クリニック

広島県廿日市市串戸1-9-41-2

0829-32-5206

えだひろ内科成人病クリニック

広島県廿日市市下平良1-3-36-302

0829-31-1700

かぎもと内科・皮フ科・形成外科

広島県廿日市市廿日市2-7-26

0829-31-3831

勝谷医院

広島県廿日市市本町7-39

0829-31-0350

勝谷・小笠原クリニック

広島県廿日市市地御前2-10-22

0829-36-0262

かとうレディースクリニック

広島県廿日市市阿品3-1-6

0829-36-0135

亀田医院

広島県廿日市市宮内1509

0829-39-2351

きむら内科小児科医院

広島県廿日市市阿品台4-17-31

0829-39-2238

双樹クリニック

広島県廿日市市新宮2-1-15

0829-34-3555

小林内科泌尿器科医院

広島県廿日市市宮園3-1-1

0829-38-5150

斉藤脳外科クリニック

広島県廿日市市串戸2-17-5

0829-20-1212

さくらクリニック

広島県廿日市市宮内1492-1

0829-39-2201

じごぜんクリニック

広島県廿日市市地御前3-16-20

0829-20-3355

四季が丘クリニック

広島県廿日市市四季が丘5-13-7

0829-39-5005

仁愛内科医院

広島県廿日市市地御前3-18-9

0829-36-3100

せいこう胃腸科・外科医院

広島県廿日市市佐方562-2

0829-32-0070

田辺医院

広島県廿日市市駅前11-3

0829-32-1135

たなべ小児科

広島県廿日市市平良山手11-11

0829-20-1234

たに内科クリニック

広島県廿日市市地御前1-2-22

0829-20-3711

玉川内科アレルギー科クリニック

広島県廿日市市宮内4311-5

0829-37-2111

とうげ外科胃腸科

広島県廿日市市本町6-2

0829-32-6220

内藤内科医院

広島県廿日市市佐方4-8-31

0829-32-8626

中尾医院

広島県廿日市市天神2-17

0829-32-2255
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なかごう内科

広島県廿日市市上平良144-1

0829-38-2210

長谷川医院

広島県廿日市市廿日市1-7-5

0829-31-0744

廿日市記念病院

広島県廿日市市陽光台5-12

0829-20-2300

廿日市野村病院

広島県廿日市市宮内字佐原田4209-2

0829-38-2111

鼻岡内科医院

広島県廿日市市宮内1-10-20

0829-39-6555

半明内科クリニック

広島県廿日市市宮内4-10-23

0829-39-0111

平田内科小児科医院

広島県廿日市市阿品台4-1-26

0829-39-1155

医療法人 松浦内科医院

広島県廿日市市新宮1-13-24

0829-31-0752

むつかど内科呼吸器科

広島県廿日市市阿品3-1-6

0829-36-2100

八幡クリニック

広島県廿日市市串戸4-13-24

0829-32-8118

山根クリニック

広島県廿日市市宮内1528-10

0829-38-5177

吉田内科胃腸科医院

広島県廿日市市阿品1-7-14

0829-36-3666

青葉レディスクリニック

広島県廿日市市福面2-1-11

0829-50-2327

安東内科クリニック

広島県廿日市市対厳山2-15-9

0829-50-1231

大野浦病院

広島県廿日市市丸石2-3-35

0829-54-2426

大野東クリニック

広島県廿日市市大野下更地1809-9

0829-56-1121

敬愛病院

広島県廿日市市大野72

0829-56-3333

中丸クリニック

広島県廿日市市宮島口1-7-15

0829-56-0550

永井医院

広島県廿日市市大野中央3-2-31

0829-55-0014

永井内科胃腸科医院

広島県廿日市市宮島口1-4-1

0829-56-0023

医療法人廿日市 松本クリニック

広島県廿日市市福面3-1-20

0829-56-4530

宮島クリニック

広島県廿日市市宮島町1185-1

0829-44-1770

向井クリニック

広島県廿日市市前空5-3-16

0829-50-6166

天野医院

広島県廿日市市津田4259

0829-72-1181

おおくぼ内科

広島県廿日市市永原1235-1

0829-74-3400

佐伯中央病院

広島県廿日市市津田4180

0829-72-1100

友和病院

広島県廿日市市峠下ヶ原500

0829-74-0688

廿日市市吉和診療所

広島県廿日市市吉和1771番地1

0829-77-2780

大井医院

広島県江田島市大柿町大原5908-2

0823-57-6500

大君浜井病院

広島県江田島市大柿町大君塩形962-1

0823-57-5678

しまの病院おおたに

広島県江田島市能美町中町4711

0823-45-0303

梶川医院

広島県江田島市沖美町岡大王441

0823-48-0201

川崎医院

広島県江田島市能美町鹿川3089-1

0823-45-2031

芸南クリニック

広島県江田島市大柿町柿浦991

0823-57-3705

澤医院

広島県江田島市大柿町小古江668-2

0823-57-2003

砂堀医院

広島県江田島市能美町中町4930-5

0823-45-3333

長尾医院

広島県江田島市沖美町三吉2707

0823-47-0204

医療法人 寿邦会 深江長坂医院

広島県江田島市大柿町深江963-1

0823-57-2036

医療法人社団 大井内科医院

広島県江田島市大柿町飛渡瀬1553－3

0823-57-5512

広島生活習慣病・がん健診所大野

広島県廿日市市大野早時3406－5

0829-56-5505

医療法人ハンス 宮内総合クリニック

広島県廿日市市宮内1072－１

0829-37-1188

医療法人社団 友和会 串戸心療クリニック

広島県廿日市市串戸4-2-16

0829-30-6014

田口脳外科クリニック

広島県廿日市市阿品3-2-18

0829-30-7788

クリニック いけだ

広島県広島市安佐南区西原１丁目８－13

082-850-3735

ヒノ井外科医院

広島県広島市安佐南区祇園１丁目25－８

082-874-6611

地主クリニック

広島県広島市安佐南区祇園２丁目12－19

082-871-8885

桑原脳神経外科・神経内科クリニック

広島県広島市安佐南区祇園２丁目22－10

082-874-1500

堀江医院

広島県広島市安佐南区祇園２丁目22－28

082-874-0071

野村病院

広島県広島市安佐南区祇園２丁目42－14

082-875-1111

よりしま内科外科医院

広島県広島市安佐南区祇園６丁目21－16

082-874-0020

小島クリニック

広島県広島市安佐南区祇園４丁目８－５

082-874-2262

広島県20

実施機関名

所在地

電話番号

ふじい内科循環器科

広島県広島市安佐南区西原１丁目25－13－１

082-850-0860

長尾医院

広島県広島市安佐南区西原４丁目17－11

082-874-3055

石井内科胃腸科医院

広島県広島市安佐南区西原７丁目５－４

082-874-5511

ぎおん牛田病院

広島県広島市安佐南区西原８丁目29－24

082-850-3116

西原なかむらクリニック

広島県広島市安佐南区西原８丁目１－15－302

082-874-1333

池上内科小児科医院

広島県広島市安佐南区西原８丁目39－12

082-875-1141

協同診療所

広島県広島市安佐南区西原９丁目８－22

082-874-0455

森近内科

広島県広島市安佐南区東原１丁目１－２

082-850-0502

石井整形外科リハビリクリニック

広島県広島市安佐南区山本１丁目９－26

082-875-0022

杉原内科クリニック

広島県広島市安佐南区山本１丁目９－26

082-875-7602

近藤小児科内科医院

広島県広島市安佐南区山本１丁目19－36

082-874-0139

田中医院

広島県広島市安佐南区長束５丁目32－２－２

082-239-2050

山下内科小児科医院

広島県広島市安佐南区長束西１丁目１－42

082-237-3344

ふろなか内科呼吸器アレルギークリニック

広島県広島市安佐南区祇園３－１５－２５

082-832-2280

古市クリニック

広島県広島市安佐南区古市１丁目30－25

082-870-1993

岡西医院

広島県広島市安佐南区古市３丁目35－13

082-877-0007

平田内科

広島県広島市安佐南区中筋１丁目９－６

082-870-1555

下村医院

広島県広島市安佐南区中筋２丁目３－８

082-876-0002

冨士田循環器科内科

広島県広島市安佐南区中筋３丁目27－16

082-870-1700

河毛クリニック

広島県広島市安佐南区中筋３丁目28－13

082-870-6200

ふじた消化器・内科クリニック

広島県広島市安佐南区中筋４丁目13－15

082-870-6688

原田リハビリ整形外科医院

広島県広島市安佐南区東野２丁目21－20

082-870-5555

いながわ内科胃腸科医院

広島県広島市安佐南区東野２丁目28－26

082-879-0202

みやたけ医院

広島県広島市安佐南区東野３丁目７－17

082-870-1100

西医院

広島県広島市安佐南区大町東１丁目２－24

082-870-1110

秋山クリニック

広島県広島市安佐南区大町東２丁目12－24

082-870-3322

神安内科クリニック

広島県広島市安佐南区大町東１丁目８－25

082-831-1122

かなはら医院

広島県広島市安佐南区大町西１丁目１－10

082-877-0615

おかもとクリニック

広島県広島市安佐南区相田１丁目10－11

082-878-8096

妹尾病院

広島県広島市安佐南区相田１丁目10－21

082-878-8230

コムラ病院

広島県広島市安佐南区相田１丁目16－29

082-872-2151

城谷内科医院

広島県広島市安佐南区相田２丁目６－４

082-878-8426

山崎整形外科内科クリニック

広島県広島市安佐南区毘沙門台１丁目5-23

082-877-5581

増田内科医院

広島県広島市安佐南区毘沙門台２丁目42－23

082-876-2020

大本内科医院

広島県広島市安佐南区上安２丁目４－36

082-878-8105

原田整形外科病院

広島県広島市安佐南区上安２丁目15－27

082-878-1125

金尾医院

広島県広島市安佐南区上安２丁目20－44

082-872-5577

日高内科医院

広島県広島市安佐南区上安２丁目32－21

082-872-3232

片山内科小児科医院

広島県広島市安佐南区上安６丁目26－１

082-878-5589

クリニック アルペンローゼ

広島県広島市安佐南区上安６丁目31－１

082-830-3350

児玉内科医院

広島県広島市安佐南区安東２丁目３－17

082-872-2394

大崎クリニック

広島県広島市安佐南区安東２丁目10－２

082-878-2233

池田内科クリニック

広島県広島市安佐南区高取北１丁目４－25－１

082-832-8600

松本内科胃腸科医院

広島県広島市安佐南区高取南１丁目９－27

082-872-0515

三上整形外科医院

広島県広島市安佐南区長楽寺１丁目８－９

082-872-3311

福井内科医院

広島県広島市安佐南区長楽寺２丁目13－26

082-872-4114

さんよう水野病院

広島県広島市安佐南区川内４丁目13－33

082-831-7878

原田医院

広島県広島市安佐南区川内４丁目15－18

082-877-7581

せせらぎ内科ホームクリニック

広島県広島市安佐南区川内５丁目15－７

082-830-0077

辻外科内科クリニック

広島県広島市安佐南区川内６丁目27－16

082-870-6161

医療法人フルライフ かとうクリニック

広島県広島市安佐南区八木２丁目３－６

082-873-6622

広島県21

実施機関名

所在地

電話番号

桑原医院

広島県広島市安佐南区八木２丁目13－27

082-873-2516

末井内科

広島県広島市安佐南区八木４丁目６－４

082-873-3030

砂川クリニック

広島県広島市安佐南区八木７丁目６－25

082-873-3321

上原内科クリニック

広島県広島市安佐南区八木８丁目11－10

082-873-6555

高橋内科小児科医院

広島県広島市安佐南区緑井２丁目12－25

082-879-3143

中野外科医院

広島県広島市安佐南区緑井２丁目27－10

082-879-2811

辰上内科医院

広島県広島市安佐南区緑井３丁目10－11

082-879-3383

山東クリニック

広島県広島市安佐南区緑井３丁目14－８

082-870-7000

石川胃腸科医院

広島県広島市安佐南区緑井４丁目25－７

082-879-3351

さとう内科循環器科

広島県広島市安佐南区緑井５丁目９－９

082-879-6767

サカ緑井病院

広島県広島市安佐南区緑井６丁目28－１

082-879-0099

伊藤内科医院

広島県広島市安佐南区伴中央４丁目７－１０

082-848-6111

沼田診療所

広島県広島市安佐南区伴東７－38－10

082-848-4486

あべ内科小児科

広島県広島市安佐南区伴東７－５９－１

082-848-7888

和泉内科消化器医院

広島県広島市安佐南区伴東５丁目－１９－25－３

082-830-1900

日比野病院

広島県広島市安佐南区伴東７丁目９－２

082-848-2357

マツモト外科整形外科

広島県広島市安佐南区伴東５－１２－４

082-848-4311

矢野脳神経外科･やのこどもｸﾘﾆｯｸ

広島県広島市安佐南区大塚西１丁目－２４－１２

082-849-2500

とよた内科クリニック

広島県広島市安佐南区大塚西３丁目11－５

082-849-6188

井上産婦人科クリニック

広島県広島市安佐南区大塚西３丁目11－36

082-848-7010

斉藤内科医院

広島県広島市安佐南区大塚西４丁目８-31

082-849-5750

中増整形外科クリニック

広島県広島市安佐南区大塚西４丁目17－１

082-299-6500

大中医院

広島県広島市安佐南区沼田町阿戸2811－１

082-839-2016

よねざわ脳神経外科クリニック

広島県広島市安佐南区沼田町阿戸3635

082-839-3800

中川内科医院

広島県広島市安佐北区可部２丁目６－３

082-812-2330

津田診療所

広島県広島市安佐北区可部２丁目13－22

082-812-2048

土井クリニック

広島県広島市安佐北区可部２丁目40－22

082-814-3211

小林内科医院

広島県広島市安佐北区可部３丁目17－18

082-814-3255

ないとう内科・循環器科

広島県広島市安佐北区可部５丁目４－24

082-815-3678

二宮内科

広島県広島市安佐北区可部５丁目14－16

082-810-0188

沖野医院

広島県広島市安佐北区可部６丁目５－９

082-812-3245

井口医院

広島県広島市安佐北区可部７丁目５－７

082-815-1777

中岡内科

広島県広島市安佐北区可部南２丁目14－14

082-819-3701

やまさき整形外科

広島県広島市安佐北区可部南２丁目14－14

082-819-2701

佐々木クリニック

広島県広島市安佐北区可部南３丁目９－45

082-815-2700

永田外科

広島県広島市安佐北区可部南３丁目18－24

082-815-3135

吉山クリニック

広島県広島市安佐北区可部南４丁目５－８

082-815-0666

みつだ循環器科内科

広島県広島市安佐北区可部南４丁目９－41

082-819-1201

長久堂野村病院

広島県広島市安佐北区可部南４丁目17－30

082-815-2882

西廻クリニック

広島県広島市安佐北区亀山２丁目６－24

082-815-1133

中西内科

広島県広島市安佐北区亀山４丁目20－８

082-815-1211

中野内科医院

広島県広島市安佐北区亀山７丁目１－６

082-812-2711

ふなもと内科医院

広島県広島市安佐北区亀山９丁目13－17

082-815-1801

医療法人社団きらら友正会勝木台クリニック

広島県広島市安佐北区亀山西１丁目２－１

082-819-0333

窪医院

広島県広島市安佐北区亀山南５丁目７－24

082-812-2588

松原医院

広島県広島市安佐北区三入３丁目16－22

082-818-6363

河野医院

広島県広島市安佐北区三入６丁目21－16

082-818-5110

桐陽台医院

広島県広島市安佐北区三入東１丁目30－21

082-818-1116

吉川医院

広島県広島市安佐北区大林１丁目21－34

082-818-2501

あすなろ生協診療所

広島県広島市安佐北区口田１丁目10－１

082-845-5234

山下医院

広島県広島市安佐北区口田１丁目15－10

082-843-1011

広島県22

実施機関名

所在地

電話番号

木本外科クリニック

広島県広島市安佐北区口田３丁目１－９

082-843-4141

吉見内科小児科医院

広島県広島市安佐北区口田３丁目28－11

082-842-5655

加川内科

広島県広島市安佐北区口田３丁目26－５

082-841-1515

いでした内科・神経内科クリニック

広島県広島市安佐北区口田３丁目31－11

082-845-0211

平野内科医院

広島県広島市安佐北区口田南７丁目12－31

082-842-0106

名草内科・胃腸科医院

広島県広島市安佐北区落合１丁目２－６

082-843-3066

高陽第一診療所

広島県広島市安佐北区落合１丁目14－９

082-842-1177

粟屋内科医院

広島県広島市安佐北区落合３丁目８－43－６

082-842-4114

高陽中央病院

広島県広島市安佐北区落合５丁目１－10

082-842-0002

おきた内科クリニック

広島県広島市安佐北区落合南１丁目11－15

082-841-0033

横山外科胃腸科

広島県広島市安佐北区落合南１丁目11－22

082-843-1212

新谷整形外科医院

広島県広島市安佐北区落合南７丁目４－22

082-843-2155

木ノ原内科小児科医院

広島県広島市安佐北区亀崎１丁目２－30

082-845-2232

高陽ニュータウン病院

広島県広島市安佐北区亀崎４丁目７－１

082-843-1211

堀川内科胃腸科消化器科

広島県広島市安佐北区深川３丁目11－20

082-842-7533

はしもと内科胃腸科泌尿器科

広島県広島市安佐北区深川５丁目23－１

082-842-0016

なかふかわ小児科

広島県広島市安佐北区深川５丁目23－１

082-845-0022

馬場クリニック

広島県広島市安佐北区深川５丁目39－2

082-841-0002

かるが医院

広島県広島市安佐北区狩留家町1298－１

082-844-7421

西山整形外科胃腸科

広島県広島市安佐北区白木町秋山2325－１

082-828-1223

三田クリニック

広島県広島市安佐北区白木町三田栗原7005－１

082-829-0013

小椿クリニック

広島県広島市安佐北区白木町下三田4275－１

082-810-6700

鈴張クリニック

広島県広島市安佐北区安佐町鈴張2013－１

082-835-0260

河野内科

広島県広島市安佐北区安佐町飯室1498－11

082-835-3050

こもりクリニック

広島県広島市安佐北区安佐町飯室1569－１

082-835-3755

平賀内科医院

広島県広島市安佐北区あさひが丘２丁目１－５

082-838-2626

小田クリニック

広島県広島市安佐北区あさひが丘７丁目15－32

082-838-3131

田村医院

広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台62－１

082-837-2555

広島共立病院

広島県広島市安佐南区中須２丁目20－20

082-879-1111

まつおか内科脳神経内科

広島市安佐南区伴南１丁目５－18－８ 西風新都ゆめビル203

082-962-7700

さくらい内科アレルギー科クリニック

広島県広島市安佐南区緑井５丁目29－18－301

082-831-1181

医療法人オハナ かがわファミリークリニック

広島県広島市安佐南区西原２丁目32－19

082-875-0012

クアリウムシャレー

広島県広島市安佐南区上安６丁目31－１

082-830-3330

児玉医院

広島県広島市安佐南区祇園４丁目50－24

082-875-1515

広島県厚生農業協同組合連合会JA吉田健康管理センター

広島県安芸高田市吉田町吉田3666

0826-42-5372

政永内科・まさなが歯科クリニック

広島県安芸高田市甲田町高田原1451

0826-45-7711

こだま整形外科医院

広島県安芸高田市吉田町常友341-1

0826-43-2800

徳永医院

広島県安芸高田市甲田町高田原1419-1

0826-45-2032

中村医院

広島県安芸高田市向原町戸島2846-5

0826-46-5588

医療法人社団 沢崎外科

広島県安芸高田市吉田町吉田695-1

0826-42-3431

医療法人かどます 佐々木医院

広島県安芸高田市向原町坂428-2

0826-46-2065

医療法人社団 平岡医院

広島県安芸高田市甲田町高田原1043

0826-45-2002

平原内科医院

広島県安芸高田市吉田町吉田1210-1

0826-42-0446

医療法人増田ファミリークリニック

広島県安芸高田市甲田町高田原1474-3

0826-45-2031

医療法人社団 大智会 えのきクリニック

広島県安芸高田市吉田町吉田834-1

0826-47-0111

井上内科医院

広島県安芸高田市吉田町吉田1091-1

0826-42-0005

医療法人社団 佐々木クリニック

広島県安芸高田市吉田町山手585

0826-43-1111

医療法人佐々部診療所

広島県安芸高田市高宮町佐々部983-17

0826-57-0022

津田医院

広島県安芸高田市美土里町本郷1781-9

0826-54-0699

安芸太田病院

広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236

0826-22-2299

北広島町豊平病院

広島県山県郡北広島町阿坂4705

0826-84-1155

広島県23

実施機関名

所在地

電話番号

北広島町雄鹿原診療所

広島県山県郡北広島町荒神原200

0826-35-0119

北広島病院 健康管理室

広島県山県郡北広島町壬生433-４

0826-72-2050

立川医院

広島県山県郡北広島町有田133

0826-72-2202

清水医院

広島県山県郡安芸太田町大字坪野864-1

0826-23-0061

千代田病院

広島県山県郡北広島町今田3860

0826-72-6511

千代田中央病院

広島県山県郡北広島町有田1192

0826-72-6111

大朝ふるさと病院

広島県山県郡北広島町新庄2147-1

0826-82-3900

今村メモリアルクリニック

広島県山県郡北広島町有田1532

0826-72-7701

医療法人穂の香 いのうえ内科

広島県山県郡北広島町壬生144-1

0826-72-7717

安芸太田戸河内診療所

広島県山県郡安芸太田町大字戸河内800-1

0826-28-2221

竹仁診療所

広島県東広島市福富町下竹仁504-5

082-435-3100

久芳診療所

広島県東広島市福富町久芳3797-1

082-435-2345

医療法人青雲会 豊栄診療所

広島県東広島市豊栄町乃美3009

082-432-2005

医療法人社団春秋会 長谷川医院

広島県東広島市豊栄町清武10

082-432-2222

福富内科外科医院

広島県東広島市福富町久芳１５３９－２７

082-430-1101

医療法人社団樹章会本永病院

広島県東広島市西条岡町8-13

082-423-2666

医療法人社団小田医院

広島県東広島市西条本町３－３０

082-422-2456

木阪病院

広島県東広島市西条本町土与丸城野橋1235

082-421-0800

医療法人社団藤原医院

広島県東広島市高屋町大字桧山４４８－１

082-434-0029

医療法人高橋ホームクリニック

広島県東広島市八本松飯田６－１６－１２

082-428-0147

医療法人社団松田医院

広島県東広島市八本松町飯田１０１

082-428-0019

佐々木医院

広島県東広島市八本松町原６７６９

082-429-0255

アソカの園武島医院

広島県東広島市西条西本町２５－２９

082-422-2073

藤井脳神経外科

広島県東広島市西条町馬木２４５

082-425-0211

のだ医院

広島県東広島市西条中央３－５－６

082-422-3323

三浦医院

広島県東広島市西条西本町２７－２８

082-422-3080

医療法人社団恒久会中前外科・内科クリニック

広島県東広島市西条町助実１８５４－１

082-423-8200

医療法人社団風仁会宇治木医院

広島県東広島市西条西本町１４－１

082-423-3251

医療法人社団葵会八本松病院

広島県東広島市八本松東３－９－３０

082-420-1230

本城内科小児科

広島県東広島市西条中央８－３－３

082-422-6744

医療法人社団白市診療所

広島県東広島市高屋町白市７１６－１

082-434-2020

寺西診療所

広島県東広島市西条町寺家６６５６－１

082-423-8920

瀬分内科医院

広島県東広島市西条土与丸１－５－５２

082-423-3808

志和医院

広島県東広島市志和町七条椛坂１７３７－１

082-433-2228

医療法人社団造賀信原医院

広島県東広島市高屋町造賀７３７－２

082-436-0100

門沢医院

広島県東広島市西条下見６－１０－４

082-422-0980

医療法人藤原内科医院

広島県東広島市西条町御薗宇2421-4

082-422-6262

坂本クリニック

広島県東広島市高屋町杵原９５７－１

082-434-6610

医療法人社団さえき医院

広島県東広島市志和町志和東１１９９－４

082-433-3733

門川内科医院

広島県東広島市高屋町小谷２９４４－１０

082-434-6010

なんぶ内科医院

広島県東広島市高屋町小谷３２５３－１

082-434-7822

井野口病院

広島県東広島市西条町土与丸6-1-91

082-422-3711

高美が丘クリニック

広島県東広島市高屋高美が丘４－３３－１

082-434-8110

川中医院

広島県東広島市高屋町宮領１０３２

082-434-0138

医療法人社団あんず会本田クリニック

広島県東広島市高屋町杵原１２９２－１

082-434-8811

高美中央クリニック

広島県東広島市高屋高美が丘５－２－１

082-434-1128

下山記念クリニック

広島県東広島市西条町寺家７４３２－１

082-424-1121

東広島記念病院

広島県東広島市西条町吉行2214

082-423-6661

川口内科クリニック

広島県東広島市西条中央７－１－１７

082-422-3518

三木医院

広島県東広島市志和町別府１３２４

082-433-2501

山崎神経科内科医院

広島県東広島市西条栄町１０－２７

082-421-1480

広島県24

実施機関名

所在地
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医療法人社団親心会小西脳外科内科医院

広島県東広島市高屋町造賀２９５７－１

082-430-2020

石井医院

広島県東広島市八本松町正力２１４７－２

082-420-1411

医療法人瑠璃光会山田脳神経外科

広島県東広島市八本松飯田111-1

082-427-1110

西条中央病院

広島県東広島市西条昭和町12-40

082-423-3050

くぼにし小児科内科クリニック

広島県東広島市西条町大沢９８－１

082-420-2222

西条ときわクリニック

広島県東広島市西条中央5-4-1

082-493-5115

せきとう内科消化器科クリニック

広島県東広島市西条町御薗宇５４８９－５

082-493-8551

医療法人社団まきだクリニック

広島県東広島市高屋町中島31-17

082-491-1751

木阪クリニック

広島県東広島市西条本町12-2

082-422-2502

医療法人社団伯瑛会のぞみ整形外科クリニック

広島県東広島市西条町助実1182-1

082-422-6000

医療法人社団みめぐみ会サンクリニック

広島県東広島市西条町西条東山崎1281-5

082-421-2800

なかた内科医院

広島県東広島市八本松南5-9-14

082-497-3077

サザンクリニック

広島県東広島市黒瀬町兼広１３７－８

0823-83-6171

おかだ内科

広島県東広島市西条町寺家５４１４－３

082-431-6001

山本内科医院

広島県東広島市西条町寺家３２２８－２

082-493-7108

たにぐち脳神経外科クリニック

広島県東広島市西条本町12-2 2F

082-421-7888

寺家内科クリニック

広島県東広島市西条町寺家６６２１－１

082-493-8555

高屋よろず内科クリニック

広島県東広島市高屋町杵原１８２６－１

082-491-0028

ゆかわ脳神経外科クリニック

広島県東広島市西条土与丸５－９－３

082-493-6177

おかざき泌尿器科クリニック

東広島市西条栄町１０－３０ キョーエイ栄町ビル２Ｆ

082-431-3876

マイクリニック

広島県東広島市八本松東３－３１－２６

082-497-3232

村瀬整形外科クリニック

広島県東広島市黒瀬町楢原788-1

0823-83-0101

友安クリニック

広島県東広島市西条町寺家１３１９－１

082-422-1900

医療法人社団辰星会新開医院

広島県東広島市黒瀬町兼沢１０７４

0823-82-2074

清水医院

広島県東広島市黒瀬町丸山１３２４

0823-82-2011

医療法人社団山形内科循環器医院

広島県東広島市黒瀬町楢原243-6

0823-82-4577

医療法人真慈会真愛病院

広島県東広島市黒瀬町兼広２７９

0823-70-4011

医療法人宥善会前田医院

広島県東広島市黒瀬町国近３３５－１

0823-82-2179

松ケ丘医院

広島県東広島市黒瀬松ケ丘６１７－１８９

0823-82-0123

独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター

広島県東広島市黒瀬町南方９２

0823-82-3000

寺元医院

広島県豊田郡大崎上島町中野１６０８－５

0846-64-2093

医療法人社団 田村医院

広島県豊田郡大崎上島町明石2700

0846-63-0311

円山医院

広島県豊田郡大崎上島町中野４３２２－３

0846-64-2062

医療法人 大多和医院

広島県竹原市忠海中町4丁目3-14

0846-26-0304

医療法人社団 城原胃腸科整形外科医院

広島県竹原市中央3丁目4-1

0846-22-2632

医療法人社団浅野内科医院

広島県竹原市忠海中町2丁目10-10

0846-26-0518

医療法人宏慈会 桑原内科循環器科医院

広島県竹原市中央2丁目20-25

0846-22-2009

医療法人社団 大貫内科医院

広島県竹原市西野町1925-7

0846-29-1592

医療法人社団仁寿会 こうの医院

広島県竹原市中央3丁目15-1

0846-22-2325

医療法人社団 あおい会 大田整形外科

広島県竹原市中央4丁目4-25

0846-23-5101

神田医院

広島県東広島市安芸津町風早1522

0846-45-0039

医療法人

広島県竹原市竹原町3554

0846-22-0724

おの内科クリニック

かわの医院

広島県東広島市安芸津町風早1118-14

0846-46-1213

医療法人社団仁慈会 安田病院

広島県竹原市下野町3136

0846-22-6121

おぎ皮膚科アレルギー科クリニック

広島県竹原市下野町小井手3270-1

0846-23-5512

医療法人 円山医院

広島県竹原市中央3丁目17-12

0846-22-0878

医療法人楽生会 馬場病院

広島県竹原市下野町1744

0846-22-2071

南海診療所

広島県東広島市安芸津町風早2027

0846-45-0131

医療法人杏竹会 中島内科クリニック

広島県竹原市中央2丁目14-15

0846-22-2002

医療法人卓仁会いのくちクリニック

広島県竹原市忠海中町2丁目1-40

0846-26-0700

国家公務員共済組合連合会呉共済病院忠海分院

広島県竹原市忠海中町2丁目2-45

0846-26-0250
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医療法人社団恵宣会 竹原病院

広島県竹原市下野町650

0846-22-0963

県立安芸津病院

広島県東広島市安芸津町三津4388

0846-45-0055

しいはらクリニック

広島県竹原市竹原町3６４３番地

0846-21-9522

医療法人社団 卜部医院 うらべ医院

広島県世羅郡世羅町本郷614-1

0847-25-0116

さともとクリニック

広島県世羅郡世羅町寺町1557-2

0847-22-0222

公立くい診療所

広島県三原市久井町江木50-1

0847-32-6111

公立世羅中央病院

広島県世羅郡世羅町本郷918-3

0847-22-1127

医療法人社団甲知会 森岡医院

広島県世羅郡世羅町西上原482-13

0847-22-3110

正覚クリニック

広島県世羅郡世羅町安田6-2

0847-25-2251

医療法人社団 瀬尾医院

広島県世羅郡世羅町本郷825-1

0847-22-1148

花咲医院

広島県福山市今津町４－８－１８

084-933-3322

小川胃腸科内科産婦人科医院

広島県福山市松永町６－１９－９

084-933-3356

進藤内科循環器科医院

広島県福山市松永町４－１２－２６

084-933-2240

松永脳外科クリニック

広島県福山市宮前町２－６－２０

084-933-2184

医療法人社団 田川内科医院

広島県福山市高西町１－７－３０

084-934-1330

医療法人社団 品川小児科内科

広島県福山市今津町２－３－３１

084-934-4970

医療法人社団城山会 石井内科

広島県福山市本郷町１６０５－２

084-936-1111

医療法人社団杉原会 西福山病院

広島県福山市松永町３４０－１

084-933-2110

医療法人汐仁会 橘高内科小児科医院

広島県福山市柳津町１－２－３０

084-933-5227

医療法人社団啓仁会 中村外科胃腸科医院

広島県福山市金江町金見２８７９－８

084-935-8055

医療法人社団涼風会 佐藤脳神経外科

広島県福山市松永町５－２３－２３

084-934-9911

橘髙クリニック

広島県福山市宮前町１－３－１５

084-934-8555

おかもと内科

広島県福山市松永町３－２３－２０

084-934-1212

瀬尾クリニック

広島県福山市今津町５－２－２

084-934-2233

和田胃腸科皮膚科クリニック

広島県福山市今津町２－３－１８

084-933-2710

藤井クリニック

広島県福山市東村町５

084-936-3456

医療法人社団清康会 宮地クリニック

広島県福山市松永町３５０

084-933-0333

石井医院

広島県福山市神村町３１２２－１

084-933-2022

内海町いちかわ診療所

広島県福山市内海町ロ３５５－１

084-980-9099

はしもとじんクリニック

広島県福山市松永町３－７－３９－３

084-939-5552

常石医院

広島県福山市沼隈町常石１０８３

084-987-0045

医療法人社団健信会 木下メディカルクリニック

広島県福山市沼隈町大字草深１７１１

084-987-1252

医療法人 高橋医院

広島県福山市沼隈町草深４２８－１

084-987-2345

医療法人社団悠友会 倉田内科医院

広島県福山市沼隈町中山南１２３３－３

084-988-0111

沼隈病院

広島県福山市沼隈町中山南４６９－３

084-988-1888

佐々木内科クリニック

広島県福山市沼隈町草深１９６４－１

084-980-0333

医療法人ふじえ松山内科

広島県福山市藤江町1724-1

084-935-7631

村上泌尿器科内科医院

広島県福山市沼隈町常石2635

084-980-0115

上田内科

広島県福山市神辺町字湯野378-13

084-963-5446

医療法人慈彗会 亀川病院

広島県福山市神辺町字下御領682-1

084-966-0066

医療法人いしいクリニック

広島県福山市神辺町十三軒屋136-3

084-960-5565

医療法人社団 柚木外科医院

広島県福山市神辺町川北954-4

084-963-1311

医療法人社団清和会 柴田内科

広島県福山市神辺町道上1-17

084-962-3633

医療法人 向田内科医院

広島県福山市加茂町中野403-3

084-972-7757

杉原医院

広島県福山市加茂町上加茂400-1

084-972-2007

医療法人 よしたかクリニック

広島県福山市神辺町川北1345-11

084-963-6660

医療法人社団親愛会 髙橋脳神経外科

広島県福山市神辺町道上東ノ町3004

084-960-3020

さかい内科

広島県福山市神辺町新湯野41-5

084-963-3507

医療法人穣和会 藤田医院

広島県福山市神辺町川北130-1

084-962-0720

医療法人社団ひまわり会 小川内科胃腸科

広島県福山市神辺町新徳田545-1

084-962-3883

フジタクリニック

広島県福山市神辺町川南3162-1

084-963-6848
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医療法人社団成恵会 やまてクリニック

広島県福山市神辺町川南1044-4

084-962-2832

医療法人社団飛翔会 福山整形外科クリニック

広島県福山市神辺町川北1533

084-960-3030

医療法人まが医院

広島県福山市神辺町平野121-5

084-963-3127

医療法人社団いなほ会 せら医院

広島県福山市加茂町下加茂993

084-972-3355

医療法人社団慶正会 奥野内科医院

広島県府中市府川町368－１

0847-46-3500

医療法人社団 金光医院

広島県府中市府中町15－7

0847-41-2938

川﨑内科医院

広島県府中市高木町189番地1

0847-44-6001

唐川医院

広島県府中市中須町1392-2

0847-45-4030

河村内科

広島県府中市府中町838－3

0847-47-6300

医療法人社団みのり会 北川クリニック

広島県府中市元町43－１

0847-45-4572

医療法人社団 緑樹会 佐々木内科

広島県府中市中須町28-2

0847-52-6555

谷医院

広島県府中市府川町171－1

0847-45-1188

鍋島内科

広島県府中市府中町166

0847-41-2086

楢﨑外科医院

広島県府中市元町421-7

0847-45-2311

地方独立行政法人 府中市病院機構 府中市民病院

広島県府中市鵜飼町555－3

0847-45-3300

医療法人同仁会 府中中央内科病院

広島県府中市高木町402番地

0847-45-3200

森信内科医院

広島県府中市広谷町802

0847-45-4041

医療法人社団 渡辺内科医院

広島県府中市府川町100-19

0847-45-8637

地方独立行政法人府中市病院機構府中北市民病院

広島県府中市上下町上下2101番地

0847-62-2211

医療法人 幸仁会 三玉医院

広島県府中市上下町上下1013－1

0847-62-3311

医療法人社団修和会 池田医院

広島県福山市新市町戸手2121－1

0847-51-2098

医療法人社団 石川クリニック

広島県福山市新市町上安井50

0847-51-8650

医療法人ＳＥＯ 瀬尾医院

広島県福山市新市町新市809－2

0847-51-2169

社会医療法人社団陽正会 寺岡記念病院

広島県福山市新市町新市37

0847-52-3140

医療法人 三島医院

広島県福山市新市町宮内186－5

0847-51-2103

石川医院

広島県福山市芦田町下有地986

084-958-3931

医療法人 えきや外科クリニック

広島県福山市駅家町近田234－2

084-976-2222

医療法人社団玄同会 小畠病院

広島県福山市駅家町大字上山守203

084-976-1351

医療法人社団黎明会 さくらの丘クリニック

広島県福山市駅家町法成寺108

084-972-2400

医療法人 佐野内科胃腸科医院

広島県福山市駅家町万能倉347

084-976-1121

長外科胃腸科医院

広島県福山市駅家町法成寺4－1

084-972-6321

内藤クリニック

広島県福山市駅家町万能倉925－3

084-977-1070

福山医療生活協同組合ふれあい診療所

広島県福山市駅家町万能倉96－3

084-976-4334

医療法人萌樹会 松井内科

広島県福山市駅家町向永谷666－3

084-976-0500

医療法人社団南坊 南坊井上内科循環器科医院

広島県福山市駅家町近田582番地

084-976-0013

山本クリニック

広島県福山市駅家町坊寺58－1

084-976-0051

近藤医院

広島県三次市四拾貫町16-2

0824-62-2681

荒瀬外科

広島県三次市三次町1577-2

0824-62-2001

野村内科医院

広島県三次市十日市中2丁目14-23

0824-62-2820

岡崎医院

広島県三次市十日市中2丁目14-33

0824-63-5307

佐竹医院

広島県三次市和知町2852-1

0824-66-1013

重信医院

広島県三次市下志和地町710-12

0824-68-2020

内科外科鳴戸医院

広島県三次市十日市中4丁目6-10

0824-62-3011

箕岡内科医院

広島県三次市三次町1900-1

0824-62-3183

藤谷クリニック

広島県三次市畠敷町941-1

0824-63-7227

三次地区医療センター

広島県三次市十日市東3丁目16-1

0824-62-1103

大倉医院

広島県三次市南畑敷町227-1

0824-62-1321

瀬山備北内科

広島県三次市十日市東4丁目3-7

0824-63-1311

福原内科胃腸科

広島県三次市十日市東2丁目3-18

0824-62-2303

堀川レデｲースクリニック

広島県三次市十日市西1丁目6-9

0824-63-9412

いとう内科クリニック

広島県三次市東酒屋町354-9

0824-64-8880
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こね森内科医院

広島県三次市十日市東4丁目1-1

0824-65-1071

医療法人 碧い颯 清水医院

広島県三次市十日市南5丁目9-45

0824-65-2151

三次市国保川西診療所

広島県三次市三若町2655-4

0824-69-2009

市立三次中央病院

広島県三次市東酒屋町531

0824-65-0101

三次市国保甲奴診療所

広島県三次市甲奴町本郷645-1

0827-67-2101

三次市国保君田診療所

広島県三次市君田町東入君718-6

0824-53-2020

三次市作木診療所

広島県三次市作木町下作木1503

0824-55-3651

松尾整形外科リハビリクリニック

広島県三次市十日市東4丁目5-7

0824-63-3380

佐々木医院

広島県三次市三次町1542-6

0824-62-2824

三浦クリニック

広島県三次市吉舎町吉舎770

0824-43-2020

星田医院

広島県三次市吉舎町敷地1497-1

0824-43-2581

津島医院

広島県三次市三和町敷名4830-1

0824-52-2116

中村医院

広島県三次市布野町上布野1485-1

0824-54-2006

高場クリニック

広島県三次市三良坂町三良坂877-5

0824-44-2057

たかば内科医院

広島県三次市三良坂町三良坂1096-3

0824-44-2025

田中医院

広島県三次市吉舎町吉舎493

0824-43-2109

医療法人社団 牧原医院

広島県庄原市中本町一丁目3番13号

0824-72-0057

毛利内科胃腸科医院

広島県庄原市西本町二丁目10番6号

0824-72-2863

林医院

広島県庄原市三日市町272

0824-72-0121

戸谷医院

広島県庄原市西本町二丁目15番31号

0824-72-3131

庄原眼科

広島県庄原市板橋町165-6

0824-75-0115

庄原市国民健康保険総領診療所

広島県庄原市総領町７１

0824-88-2611

庄原市立西城市民病院

広島県庄原市西城町中野

0824-82-2611

庄原市口和診療所

広島県庄原市口和町大月564-11

0824-87-2437

庄原市高野診療所

広島県庄原市高野町新市1150-1

0824-86-3066

河本内科クリニック

広島県庄原市板橋町164-4

0824-75-0311

三上クリニック

広島県庄原市東城町東城375-5

08477-2-1151

児玉医院

広島県庄原市川北町158-2

0824-72-0147

医療法人社団 瀬尾医院

広島県庄原市東城町川東163-7

08477-2-0023

医療法人社団増原会 東城病院

広島県庄原市東城町川東1463番地１

08477-2-2160

日傳医院

広島県庄原市東城町川西493-1

08477-2-2180

医療法人社団 田中診療所

広島県庄原市比和町比和734

0824-85-2334

医療法人社団 細川医院

広島県庄原市東城町東城133-1

08477-2-0054

阿多医院

広島県庄原市西城町西城６３

0824-82-2619

医療法人社団 こぶしの里病院

広島県庄原市東城町川東152-4

08477-2-5255

笠間医院

広島県庄原市西本町一丁目22番34号

0824-72-0535

東広島記念病院

広島県東広島市西条町吉行２２１４

082-423-6661

公益財団法人広島県地域保健医療推進機構

広島県広島市南区皆実町１－６－２９

082-254-7111

東広島記念病院

広島県東広島市西条町吉行２２１４

082-423-6661

財団法人中国労働衛生協会尾道検診所

広島県尾道市平原３－１－１

0848-22-3807

広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター

広島県広島市中区千田町３－８－６

082-243-2451

一般社団法人安佐医師会

広島県広島市安佐南区八木５－３５－２

082-873-1840

社団法人安芸地区医師会

広島県安芸郡海田町栄町５－１３

082-821-0013

一般社団法人福山市医師会健康支援センター

広島県福山市三吉町南２－１１－２５

084-921-0035

健康倶楽部健診クリニック

広島県広島市中区大手町３－７－５

082-249-7011

医療法人一期会戸谷医院

広島県尾道市御調町神１０１

0848-76-0160

医療法人厚生堂 長崎病院

広島県広島市西区横川新町３－１１

082-208-5801

市役所通りクリニック

広島県福山市西町１－７－９

084-932-6633

西福山病院

広島県福山市松永町３４０－１

084-933-2110

健康倶楽部健診クリニック

広島県広島市中区大手町３－７－５

082-249-7011

東広島記念病院

広島県東広島市西条町吉行２２１４

082-423-6661

広島県28

実施機関名

所在地

電話番号

広島医療生活協同組合 広島共立病院

広島県広島市安佐南区中須２－２０－２０

082-879-1111

医療法人宗斉会須波宗斉会病院

広島県三原市須波ハイツ２丁目３－１０

0848-69-1888

ヤマナ会広島生活習慣病・がん健診所

広島県広島市中区幟町１３－４広島マツダビル４Ｆ

082-224-6661

広島生活習慣病・がん健診所大野

広島県廿日市市大野字早時３４０６－５

0829-56-5505

一般財団法人広島県集団検診協会大手町診療所

広島県広島市中区大手町１－５－１７

082-248-4125

沼隈病院

広島県福山市沼隈町中山南４６９－３

084-988-1888

医療法人社団千手会瀬尾医院

広島県庄原市東城町川東１６３－７

08477-2-0023

こぶしの里病院

広島県庄原市東城町川東１５２－４

08477-2-5255

マツダ株式会社マツダ病院

広島県安芸郡府中町青崎南２－１５

082-565-5000

医療法人社団慶寿会千代田中央病院

広島県山県郡北広島町有田１１９２

0826-72-6111

広島県29

