福島県
（平成30年度）実施機関一覧表
実施機関名

所在地

電話番号

公益財団法人福島県保健衛生協会

福島県福島市方木田字水戸内19-6

024-546-0394

(公財)福島県労働保健センター附属貴船診療所

福島県福島市沖高字北貴船１－２

024-554-1133

いわき健康管理センター

福島県いわき市中央台飯野4-9-2

0246-28-9388

清原診療所巡回健診部福島支部

福島県西白河郡矢吹町赤沢632-5

0248-21-9601

あすなろ南矢野目クリニック

福島県福島市南矢野目字清水前34番地16

024-555-5766

（社医）秀公会 あづま脳神経外科病院

福島県福島市大森字柳下16番地の1

024-546-3911

阿部循環器科・内科クリニック

福島県福島市南矢野目字上戸ノ内10-5

024-573-9939

余目内科クリニック

福島県福島市下飯坂字中城11-3

024-553-7151

（医）荒井胃腸科内科

福島県福島市泉字泉川3-1

024-558-2577

（医）創仁会 あらいクリニック

福島県福島市荒井字弁天前17-1

024-593-1020

（医）安斎外科胃腸科医院

福島県福島市北五老内町3番22号

024-535-3353

いがらし内科・消化器内科クリニック

福島県福島市飯坂町平野字道下9-7

024-597-8690

（医）雙葉会i ひふ・大腸いがり弘之由美子クリニック

福島県福島市笹木野字中西裏18-5

024-558-2323

池田医院

福島県福島市飯坂町字若葉町5番地1

024-542-4084

（医）池田胃腸科外科医院

福島県福島市笹谷字葭野21-1

024-559-1717

石井クリニック

福島県福島市上町4-34

024-522-4987

いずみさとう内科

福島県福島市泉字清水内18-1

024-563-7573

（医）岩﨑医院 岩﨑消化器科内科医院

福島県福島市丸子字沢目33-3

024-554-5841

岩谷医院

福島県福島市太田町17-27 ﾗｼｪｰﾙ追分1F

024-528-7770

うめつLS内科クリニック

福島県福島市松浪町2-31

024-536-5225

大川レディースクリニック

福島県福島市鳥谷野字天神3-11

024-545-8883

（医）志傅会 大武胃腸科外科医院

福島県福島市野田町1丁目12番80号

024-535-8585

（医）健眠会 大槻スリープクリニック

福島県福島市早稲町4番1号 Sleep Oneビル2F

024-526-0084

（財）大原記念財団 大原医療センター

福島県福島市鎌田字中江33番地

024-554-2001

（財）大原記念財団 大原綜合病院

福島県福島市上町6-1

024-526-0300

大平内科クリニック

福島県福島市森合字台15-3

024-534-6336

（医）大森中央泌尿器科・内科・外科クリニック

福島県福島市大森字街道下70-2

024-546-3725

（医）正悠会 おおもり内科・循環器科クリニック

福島県福島市大森字坿79-1

024-544-0577

おがたクリニック

福島県福島市矢倉下10-1

024-526-2626

（医）桜樹会 岡部クリニック

福島県福島市岡部字前田159-1

024-534-4856

（医）雅香会 おぎはら泌尿器と目のクリニック

福島県福島市荒町2-12ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ昭和ﾋﾞﾙ

024-515-3717

奥野胃腸科内科医院

福島県福島市瀬上町字寺前7

024-553-2658

おぐらじクリニック内科小児科消化器科

福島県福島市小倉寺字中田31番地

024-523-4155

小野医院

福島県福島市飯坂町字東堀切25番地6

024-542-2502

卸町クリニック

福島県福島市鎌田字卸町8-2

024-553-1166

小島内分泌内科クリニック

福島県福島市松浪町2-8

024-528-8511

御山内科クリニック

福島県福島市御山字仲ノ町97-2

024-533-2101

(医)ほりこし心身クリニック 上野寺内科クリニック

福島県福島市上野寺字西原9-1

024-592-2111

きらり健康生活協同組合 上松川診療所

福島県福島市北沢又字番匠田5番地

024-558-1111

菅野産婦人科医院

福島県福島市蓬莱町2-1-11

024-548-2525

かんの消化器科外科医院

福島県福島市山口字雷20

024-533-3801

（医）社団敬愛会 きくち医院

福島県福島市太平寺字児子塚36

024-546-2222

（医）菊池クリニック

福島県福島市花園町7番31号

024-535-4091

木村内科医院

福島県福島市渡利字七社宮10番地1

024-521-0182

（医）メディカルハーモニー久津医院

福島県福島市入江町13番3号

024-525-4561

クリニック21

福島県福島市栄町6番6号 NBFﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ2F

024-521-5581

黒岩内科医院

福島県福島市黒岩字榎平64-1

024-545-7733

（社医）福島厚生会 厚生会クリニック

福島県福島市鎌田字門丈壇4-1

024-552-5315

福島県1

実施機関名

所在地

電話番号

国分内科医院

福島県福島市南町191

024-546-3555

児玉胃腸科内科

福島県福島市浜田町7-27

024-533-6622

（医）こんの内科クリニック

福島県福島市曽根田町3番19号

024-573-1860

（社福）恩賜財団 済生会福島総合病院

福島県福島市大森字下原田25番地

024-544-5171

（医）さいとう医院

福島県福島市飯坂町湯野字浦湊2-8

024-542-3030

斎藤医院

福島県福島市飯野町字町81

024-562-2026

酒井内科クリニック

福島県福島市岡部字中条82-1

024-531-1781

さくま内科クリニック

福島県福島市山下町4番11号

024-525-2700

（医）さくら内科循環器科医院

福島県福島市上名倉字吉前39-1

024-593-0611

（医）みやけ歯科医科ケア笹木野みやけ内科外科

福島県福島市笹木野字中小屋16番地2

024-559-1511

（医）佐藤医院

福島県福島市陣場町1-8

024-522-2489

（医）さとう胃腸科内科

福島県福島市鳥谷野字宮畑93-3

024-545-8668

（医）浩秀会 さとうクリニック内科・消化器科

福島県福島市方木田字中屋敷1-1

024-545-6111

さとう内科医院

福島県福島市豊田町4-12

024-523-4511

しぎはらクリニック

福島県福島市八島田字勝口37番地

024-555-3331

宍戸医院

福島県福島市瀬上町字幸町8

024-553-5010

（医）回生堂 しのぶ病院

福島県福島市大森字高畑31番地の1

024-546-3311

腎・泌尿器科クリニックさかがみ

福島県福島市丸子字町頭20-13

024-553-6911

きらり健康生活協同組合須川診療所

福島県福島市野田町1丁目12番地72号

024-531-6311

（医）すずきクリニック

福島県福島市松川町字桜内7-2

024-567-2661

生協いいの診療所

福島県福島市飯野町字後川27-2

024-562-4120

清明クリニック

福島県福島市清明町3-8

024-521-0855

きらり健康生活協同組合 せのうえ健康クリニック

福島県福島市瀬上町字四斗蒔1番地の6

024-554-5757

（医）武田中央医院

福島県福島市泉字仲ノ町14番地の13

024-559-1664

たに内科・糖尿病内科クリニック

福島県福島市天神町1番2号

024-572-5736

手塚クリニック

福島県福島市御山字清水尻51

024-535-0550

てらだクリニック

福島県福島市八島田字下干損田4-1

024-559-3101

天神橋クリニック

福島県福島市渡利字天神27ｰ1

024-528-1155

きらり健康生活協同組合 とやのクリニック

福島県福島市鳥谷野字宮畑64-1

024-544-1122

（医）社団杏仁会 なかむら外科内科クリニック

福島県福島市宮下町15番18号

024-535-7518

成田内科医院

福島県福島市陣場町9－23 ｷｸﾔｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

024-533-7787

にいつま内科・循環器科クリニック

福島県福島市鎌田字一里塚5番11

024-552-2844

（医）慈栄会 野田循環器・消化器内科外科クリニック 福島県福島市北矢野目字原田59番地の5

024-559-1133

のだまち胃と腸のクリニック

福島県福島市野田町6丁目2-39

024-563-7872

（医）創仁会 東日本診療所

福島県福島市成川字台28番地１

024-545-5801

(医）恵仁会 泌尿器科・皮膚科・内科 北町丹治医院 福島県福島市北町3-39

024-522-5911

ひろやまメンタルクリニック

福島県福島市三河南町1-15 ルネサンスプラザ福島

024-529-7731

ふくしま共同診療所

福島県福島市太田町20-7 佐周ビル1階東

024-573-9335

福島県農協会館診療所

福島県福島市飯坂町平野字三枚長1番地1

024-554-3488

（公財）福島県保健衛生協会総合健診センター

福島県福島市方木田字水戸内16番地5

024-546-3533

（公財）福島県労働保健センター 附属貴船診療所

福島県福島市沖高字北貴船1-2

024-554-1133

（医）五光会 福島寿光会病院

福島県福島市北町1-40

024-521-1370

（医）社団敬愛会 福島西部病院

福島県福島市東中央3丁目15番地

024-533-2121

福島赤十字病院

福島県福島市入江町11-31

024-534-6101

福島セントラルクリニック

福島県福島市早稲町8番22号

024-522-7701

（社医）福島厚生会 福島第一病院

福島県福島市北沢又字成出16-2

024-557-5111

（医）白寿会 福島中央病院

福島県福島市吉倉字谷地52番地

024-546-4911

（医）社団敬愛会 福島南循環器科病院

福島県福島市方木田字辻の内3番地の5

024-546-1221

(医）藤原消化器内科医院

福島県福島市太平寺字過吹14-5

024-545-3300

医療生協わたり病院附属ふれあいクリニックさくらみず 福島県福島市笹谷字塗谷地20-1

024-559-2664

蓬莱東内科

024-548-1212

福島県福島市蓬莱町8丁目1ｰ1

福島県2

実施機関名

所在地

電話番号

本田内科医院

福島県福島市飯坂町平野字東原42-12

024-542-0666

（医）杏泉堂 本間内科

福島県福島市笹木野字小針尻20-5

024-536-0063

（医）待井循環器科内科クリニック

福島県福島市南中央1丁目70番地

024-533-5578

松川クリニック

福島県福島市松川町沼袋字北原84-11

024-537-2055

（医）恵徳会 松川中央医院

福島県福島市松川町字土腐8

024-567-3355

（医）正明会 まつもと脳神経・内科クリニック

福島市南矢野目字道下35-10

024-557-1233

（医）三河台内科

福島県福島市野田町2丁目4-19

024-534-7832

みずの内科クリニック

福島県福島市新町8-4 ﾌﾞﾚｽﾋﾞﾙ1F

024-526-4855

（一財）脳神経疾患研究所附属 南東北福島病院

福島県福島市荒井北三丁目1-13

024-593-6257

（医）南福島クリニック

福島県福島市永井川字壇ノ腰10-3 コーラルハーモニー1Ｆ

024-546-4016

みやざき内科循環器科クリニック

福島県福島市八木田字中島54-2

024-544-2622

（医）むつみ脳神経・耳鼻科クリニック

福島県福島市渡利字鳥谷下町38-1

024-526-0873

むらおか内科・耳鼻科・整形外科クリニック

福島県福島市松川町字天王原89

024-567-2244

（医）泰博会 村島医院

福島県福島市飯坂町字東堀切8

024-542-2131

森合くにい内科

福島県福島市森合字高野1-12

024-555-1881

（医）桜樹会 八子医院

福島県福島市桜木町1-27

024-534-4850

（医）八子胃腸科内科クリニック

福島県福島市八島町2番3号

024-533-1215

八子リウマチ・内科・整形外科クリニック

福島県福島市森合字屋敷下36-2

024-558-8585

やまもり内科

福島県福島市八島田字琵琶渕62-2

024-529-5565

横田泌尿器科

福島県福島市野田町6丁目6番13号

024-533-9388

ライフ・ナビクリニック

福島県福島市松浪町7-26

024-533-7771

（医）福成会 わたなべクリニック

福島県福島市成川字神崎40-1

024-593-3172

（医）くおん会 わたなべ内科

福島県福島市北沢又字川寒西9-6

024-555-1171

医療生協わたり病院

福島県福島市渡利字中江町34

024-521-2056

医療法人 かしの木内科クリニック

福島県伊達市岡前20-6

024-551-1411

医療法人 大山クリニック

福島県伊達市北後13-1

024-583-2136

医療法人 桑名医院

福島県伊達市片町41

024-583-3024

北福島医療センター

福島県伊達市箱崎字東23-1

024-551-0109

医療法人 石川小児科内科クリニック

福島県伊達市保原町字半道18-1

024-575-5523

大木内科医院

福島県伊達市保原町字元町4

024-575-3343

医療法人 すずき医院

福島県伊達市保原町字西町175

024-575-2563

医療法人厚良会 伊達セントラルクリニック

福島県伊達市保原町字西町189-1

024-575-3215

医療法人敬仁会 なかのクリニック

福島県伊達市保原町字城ノ内20-1

024-575-2246

医療法人 阪内医院

福島県伊達市梁川町青葉町97

024-577-2222

医療法人 もり医院

福島県伊達市梁川町希望ヶ丘24

024-577-7780

医療法人 神岡クリニック

福島県伊達市霊山町掛田字中町11-1

024-586-1318

医療法人 掛田中央内科

福島県伊達市霊山町掛田字西裏49-1

024-586-1315

公立藤田総合病院

福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木14

024-585-2121

井上内科クリニック

福島県伊達郡桑折町大字谷地字石塚15

024-581-2202

遠藤内科医院

福島県伊達郡桑折町字陣屋1-6

024-582-6788

まつもとクリニック

福島県伊達郡桑折町大字南半田字六角15-1

024-582-4800

鈴木内科医院

福島県伊達郡川俣町字新中町21-3

024-565-2688

医療法人白鷺会 十二社クリニック

福島県伊達郡川俣町大字羽田字十二社5-1

024-565-5230

済生会川俣病院

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4

024-566-2323

済生会春日診療所

福島県伊達郡川俣町字五百田20-1

024-566-2707

医療法人辰星会 枡病院

福島県二本松市本町1-103

0243-22-2828

医療法人辰星会 枡記念病院

福島県二本松市住吉100

0243-22-3100

土川内科小児科

福島県二本松市槻木250-3

0243-22-6688

医療法人 三浦内科医院

福島県二本松市亀谷2-208-1

0243-23-3883

独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松病院

福島県二本松市成田町1-553

0243-23-1231

本田レディスクリニック

福島県二本松市本町1-229

0243-22-0301

福島県3

実施機関名

所在地

医療法人 佐藤内科胃腸科医院

福島県二本松市油井字八軒町54

0243-22-0174

和田医院

福島県二本松市小浜字新町20

0243-55-2303

医療法人 髙橋内科医院

福島県二本松市油井字中田2-1

0243-22-5636

医療法人定心会 さくらクリニック

福島県二本松市藤之前53

0243-62-3931

二本松ウィメンズクリニック

福島県二本松市亀谷1-275-4

0243-24-1322

渡辺医院

福島県二本松市正法寺町186-1

0243-62-3000

二本松市岩代国民健康保険診療所

福島県二本松市百目木字町58

0243-56-2461

しんいち内科

福島県二本松市油井字福岡40-1

0243-24-8420

みうら内科クリニック

福島県二本松市羽石110-6

0243-22-5512

医療法人博愛会 東和クリニック

福島県二本松市針道字蔵下120-1

0243-66-2122

医療法人慈久会 谷病院

福島県本宮市本宮字南町裡149

0243-33-2721

医療法人幹正会 よしだ内科

福島県本宮市本宮字一ツ屋1-1

0243-63-2333

本宮市国民健康保険白岩診療所

福島県本宮市白岩字田中225-8

0243-44-2008

医療法人 渡辺クリニック

福島県本宮市高木字高木19-6

0243-34-3311

いしわたクリニック

福島県本宮市荒井字東学壇11-1

0243-63-2826

医療法人 上遠野内科医院

福島県本宮市本宮字荒町54

0243-33-5866

青山医院

福島県郡山市日和田町字南原２－１３３

024-958-2925

あさか内科クリニック

福島県郡山市安積町長久保１丁目１－５

024-937-3939

あさかホスピタル

福島県郡山市安積町笹川字経坦４５

024-945-1701

朝田クリニック

福島県郡山市富久山町久保田字愛宕２３

024-921-1866

あさひ内科クリニック

福島県郡山市朝日３丁目２－３３

024-921-2525

朝日病院

福島県郡山市朝日３丁目８－２

024-922-7527

あべウィメンズクリニック

福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原６－１

024-923-4188

天田内科クリニック

福島県郡山市山根町１２－２７

024-932-3555

五十嵐内科医院

福島県郡山市小原田２丁目１７－１４

024-942-7755

いがらし内科外科クリニック

福島県郡山市並木２丁目１２－７

024-931-3200

池田内科医院

福島県郡山市安積町荒井字下北井前４３－５

024-946-3251

池ノ台クリニック

福島県郡山市池ノ台３－１

024-939-3399

いしだ内科

福島県郡山市緑町１－６

024-922-3648

石橋医院

福島県郡山市駅前１丁目１４－１６

024-922-2882

今泉西病院

福島県郡山市朝日２丁目１８－８

024-934-1515

今村ホ－ムクリニック

福島県郡山市緑町４－１２

024-922-8999

植松医院

福島県郡山市大槻町字六角北３０－１１

024-952-6755

うさみ内科

福島県郡山市大槻町三角田８８－２

024-961-1114

海野医院

福島県郡山市町東３丁目１００

024-952-5738

えんどう内科クリニック

福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原７５－２

024-983-8327

おおがクリニック

福島県郡山市片平町字出馨東５－５

024-962-0600

おおたけ内科外科クリニック

福島県郡山市富久山町八山田字東平作１０－６

024-927-1260

おおつきまちクリニック

福島県郡山市大槻町蝦夷坦６９－１

024-961-5467

大山内科クリニック

福島県郡山市久留米３丁目１２６－１

024-937-0530

折笠医院

福島県郡山市横塚６丁目１０－１８

024-944-1199

かずま医院

福島県郡山市菜根１丁目１５－２

024-934-7750

喜久田クリニック

福島県郡山市喜久田町堀之内字南椚内８－１０

024-963-1601

栗山医院

福島県郡山市開成２丁目２３－２３

024-923-5038

桑野協立病院

福島県郡山市島２丁目９－１８

024-933-5422

くわのすずき内科クリニック

福島県郡山市桑野４－１０－６

024-991-5700

小池消化器科・内科クリニック

福島県郡山市富久山町八山田字追越１２－１

024-991-4855

郡山市健康振興財団診療所

福島県郡山市朝日２丁目１５－１

024-924-2911

郡山整形外科・リハビリテ－ション科

福島県郡山市鳴神３丁目１１０

024-961-3338

コスモス皮膚科・内科クリニック

福島県郡山市御前南５丁目１５０

024-962-0201

斎藤クリニック

福島県郡山市芳賀３丁目３－２０

024-956-3335

福島県4

電話番号

実施機関名

所在地

電話番号

さかえ内科クリニック

福島県郡山市横塚２－１５－６

024-941-2202

さがわ内科・消化器科クリニック

福島県郡山市富田東5丁目20

024-991-1733

さくまファミリ－クリニック

福島県郡山市亀田１丁目５１－１２

024-927-5530

桜クリニック

福島県郡山市名倉２４－１

024-946-9933

ささうち内科クリニック

福島県郡山市富久山町久保田字久保田１１２

024-933-8667

佐々木医院

福島県郡山市町東１丁目１９６

024-952-3661

さとう脳神経クリニック

福島県郡山市富田町字稲川原７７

024-990-1770

渋谷クリニック

福島県郡山市安積町成田字西畑１３－１

024-947-2122

下地脳神経内科

福島県郡山市堤１－８４

024-962-7751

鈴木医院（富久山）

福島県郡山市富久山町福原字鎌田２４－８

024-923-0828

鈴木医院（湖南）

福島県郡山市湖南町舘字伊勢ノ前１２３７－５

024-982-2113

すずきクリニック

福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原１２

024-925-0860

鈴木ファミリ－クリニック内科・小児科

福島県郡山市土瓜２－２－４

024-952-7711

たかはし内科・眼科クリニック

福島県郡山市鶴見坦１丁目９－１３

024-923-0161

田村診療所

福島県郡山市田村町岩作字穂多礼２１８

024-955-3128

たるかわクリニック

福島県郡山市御前南１丁目１３

024-966-3311

土屋病院

福島県郡山市山崎７６－１

024-932-5425

てちがわら内科

福島県郡山市島１丁目１７－３

024-991-1177

ト－タルヘルスクリニック

福島県郡山市山崎１７１

024-927-0305

内科リウマチ科大口クリニック

福島県郡山市麓山２丁目１１－２６

024-927-8588

永岡医院

福島県郡山市富久山町久保田字上野１７－１

024-922-2818

長岐医院

福島県郡山市菜根３丁目１９－９

024-922-9415

中村脳神経外科クリニック

福島県郡山市池ノ台７－２４ｺ-ｾｲﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ１階

024-939-3001

日東病院

福島県郡山市細沼町３－６

024-932-0164

根本医院

福島県郡山市田村町谷田川字北表４５

024-955-3113

根本クリニック

福島県郡山市咲田１丁目５－１１

024-922-9405

ひさこファミリークリニック

福島県郡山市中ノ目１丁目２６－２

024-952-4415

美術館通りクリニック

福島県郡山市字下舘野２３－４

024-956-0303

ひだ内科・神経内科クリニック

福島県郡山市富久山町八山田字申田１０

024-934-3899

平栗内科医院

福島県郡山市赤木町１２－１５

024-924-0207

ひろさか内科クリニック

福島県郡山市富田町字中ノ目４１

024-962-0230

ひわだ太田診療所

福島県郡山市日和田町字原１２－４１

024-968-2311

古川内科眼科医院

福島県郡山市小原田４丁目１２－２６

024-956-6500

宝沢内科クリニック

福島県郡山市富久山町八山田字大森新田３５－３

024-936-4111

ほし横塚クリニック

福島県郡山市横塚２丁目２０－３６

024-956-7778

増戸医院

福島県郡山市逢瀬町多田野字久保田１０－１

024-957-3308

松井医院

福島県郡山市大槻町字上町３２

024-951-2085

三橋内科胃腸科クリニック

福島県郡山市大槻町字北ノ林２７－２

024-951-2455

南インタ－通りクリニック

福島県郡山市安積町荒井字念仏段１８－２

024-954-7102

南東北第二病院

福島県郡山市八山田６丁目９５

024-932-0503

許田クリニック

福島県郡山市菜根３丁目１３－１０

024-927-8711

本町鈴木クリニック

福島県郡山市本町２丁目２－７

024-922-0556

森藤医院

福島県郡山市日和田町字山ノ井２

024-958-4567

矢内クリニック

福島県郡山市緑ヶ丘東３丁目１－４

024-942-0871

山口内科クリニック

福島県郡山市安積町荒井字萬海８３－１

024-973-6866

やまさわ内科

福島県郡山市不動前１丁目３９

024-938-4171

山田内科クリニック

福島県郡山市開成２丁目７－８

024-933-7502

山本内科医院

福島県郡山市本町２丁目７－１５

024-933-1133

ユア・クリニックたかはし

福島県郡山市虎丸町１－５ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ虎丸１階

024-990-0646

うじいえ内科クリニック

福島県郡山市大槻町字広町２６－７

024-961-7888

渡辺医院

福島県郡山市笹川２丁目２０３

024-945-1477

福島県5

実施機関名

所在地

電話番号

太田熱海病院

福島県郡山市熱海町熱海５丁目２４０

024-984-0088

寿泉堂クリニック

福島県郡山市駅前１丁目５－７

024-939-4616

坪井病院

福島県郡山市安積町長久保１丁目１０－１３

024-946-0808

星総合病院

福島県郡山市向河原町１５９－１

024-983-5511

総合南東北病院

福島県郡山市八山田７丁目１１５

024-934-5322

郡山市医療介護病院

福島県郡山市字上亀田１－１

024-934-1240

郡山病院

福島県郡山市清水台２丁目７－４

024-932-0107

佐藤胃腸科外科病院

福島県郡山市図景１丁目４－６

024-922-3800

せいの内科クリニック

福島県郡山市開成６丁目１９２－２

024-983-1024

東原クリニック

福島県郡山市喜久田町字前北１７－１

024-925-1616

まつもと内科クリニック

福島県郡山市田村町金屋マセ口４－１

024-953-7412

あさか野泌尿器透析クリニック

福島県郡山市安積町荒井字太夫場加４７－５

024-983-1560

長者2丁目かおりやま内科

福島県郡山市長者2丁目12-5

024-954-6773

じんキッズクリニック

福島県郡山市字山崎305-6

024-974-2525

塚原産婦人科内科外科医院

福島県郡山市桑野2丁目34-12

024-922-5789

モミの木クリニック

福島県郡山市鳴神1丁目1－１

024-926-0131

あまら整形外科

福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原9-1

024-953-7257

西山医院

福島県田村郡三春町字御免町179

0247-62-2473

石川医院

福島県田村郡三春町字中町1番地1

0247-62-2630

矢吹医院

福島県田村郡三春町字中町28

0247-62-3015

のざわ内科クリニック

福島県田村郡三春町大字貝山字岩田86-2

0247-61-1500

三春町立三春病院

福島県田村郡三春町字六升蒔50

0247-62-3131

雷クリニック

福島県田村郡三春町大字坦橋2-1-2

0247-62-6333

春山医院

福島県田村郡三春町字荒町138

0247-62-3239

せんざき医院

福島県田村郡三春町字大町32

0247-61-2777

脳神経疾患研究所附属総合南東北病院附属滝根診療所

福島県田村市滝根町神俣字町52

0247-78-2442

かとうの内科クリニック

福島県田村市船引町東部台4-81

0247-81-1388

白岩医院

福島県田村市常葉町常葉字内町48

0247-77-2036

青山医院

福島県田村市常葉町常葉字荒町48

0247-77-2015

まつえ整形外科

福島県田村市船引町船引字源次郎125-31

0247-81-1222

清水医院

福島県田村市船引町船引字馬場60

0247-82-3535

まつざき内科胃腸科クリニック

福島県田村市常葉町西向字米粉原8

0247-77-2870

船引クリニック

福島県田村市船引町船引字砂子田42

0247-82-0137

秋元医院

福島県田村市船引町船引字畑添4

0247-82-1514

医療法人 遠藤医院

福島県田村市船引町門沢字直道338

0247-85-2016

大方病院

福島県田村市船引町大字船引字南町通111

0247-82-1117

大久保クリニック

福島県田村市船引町字扇田211

0247-82-2555

田村市立都路診療所

福島県田村市都路町古道字寺下５０

0247-75-2003

石塚医院

福島県田村郡小野町大字小野新町字品ノ木123

0247-72-2161

さいとう医院

福島県田村郡小野町大字小野新町字中通59-1

0247-72-2500

公立小野町地方綜合病院

福島県田村郡小野町大字小野新町字槻木内6-2

0247-72-3181

医療法人島貫整形外科

福島県田村郡小野町大字小野新町字中通156

0247-72-2722

橋本医院

福島県田村郡小野町大字谷津作字馬場70-1

0247-72-3711

かみや内科クリニック

福島県田村郡小野町大字小野新町門番93-1

0247-72-3212

医療法人あべ内科医院

福島県須賀川市木之崎字寺前77-6

0248-69-1122

あづまクリニック

福島県須賀川市前川52-1

0248-72-3755

石川内科

福島県須賀川市下宿町57

0248-63-9020

医療法人江藤医院

福島県須賀川市小作田字荒町台36-1

0248-79-2127

医療法人秀和会折笠クリニック

福島県須賀川市東作146-7

0248-72-7065

医療法人大高内科クリニック

福島県須賀川市大町403-9

0248-75-1234

太田メディカルクリニック

福島県須賀川市諏訪町5

0248-75-2343

福島県6

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人仁ノ会鏡石クリニック

福島県岩瀬郡鏡石町本町201-3

0248-92-2113

医療法人将文会かのめガーデンクリニック

福島県須賀川市和田字六軒173

0248-72-7211

医療法人三恵会春日クリニック

福島県須賀川市東町119-2

0248-75-3551

熊田医院

福島県須賀川市柱田字石田5

0248-65-3588

医療法人黒澤医院

福島県須賀川市森宿字鍛治山36-10

0248-76-3388

医療法人啓正会国分内科クリニック

福島県須賀川市中宿445

0248-73-1155

小橋クリニック

福島県須賀川市仁井田字大谷地172-3

0248-72-1555

医療法人彩心会さとう心療内科

福島県須賀川市山寺町37

0248-63-3673

須賀川南クリニック

福島県須賀川市広表77-1

0248-94-8135

医療法人関根医院

福島県須賀川市影沼町226-3

0248-73-1035

医療法人田中医院

福島県岩瀬郡天栄村下松本字四十壇9

0248-82-2589

医療法人健昭会つむらやクリニック

福島県岩瀬郡鏡石町鏡沼189-2

0248-62-1616

医療法人長沼クリニック

福島県須賀川市長沼字殿町11-3

0248-67-2930

医療法人西間木医院

福島県須賀川市和田字弥六内356-4

0248-76-3400

橋本医院

福島県須賀川市越久字三斗内76

0248-75-5161

針谷クリニック

福島県岩瀬郡鏡石町久来石南498-3

0248-62-5200

ブナの木内科診療所

福島県須賀川市矢沢字天神210

0248-66-1550

南東北春日リハビリテーション病院

福島県須賀川市南上町123-1

0248-63-7106

みやのもりクリニック

福島県須賀川市森宿字横見根13-3

0248-72-1222

医療法人山田クリニック

福島県須賀川市越久字三斗内75-1

0248-63-0101

矢部医院

福島県須賀川市大町280

0248-75-2069

医療法人吉田医院

福島県須賀川市上北町96-1

0248-76-2117

医療法人渡辺内科胃腸科クリニック

福島県須賀川市山寺町162

0248-76-5511

医療法人梨の樹会天栄クリニック

福島県岩瀬郡天栄村飯豊字上原32

0248-83-1090

岡ノ内クリニック

福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内306

0248-62-1112

天栄村国民健康保険診療所

福島県岩瀬郡天栄村湯本字下原74

0248-84-2005

医療法人 味原医院

福島県石川郡玉川村大字川辺字和尚平279

0247-57-2054

医療法人社団愛恵会 大野診療所

福島県石川郡石川町字下泉171

0247-26-2615

石川中央医院

福島県石川郡石川町字新町55

0247-26-2024

医療法人 田中内科医院

福島県石川郡石川町字立ケ岡50

0247-26-3333

医療法人敦会 ふるどのクリニック

福島県石川郡古殿町大字松川字林14-1

0247-32-1114

医療法人蕉窓会 あつうみ内科医院

福島県石川郡玉川村大字小高字中畷18-1

0247-37-1544

医療法人誠励会 中島医院

福島県石川郡石川町字新町46-1

0247-26-3415

医療法人仁進会角田内科医院胃・大腸クリニック

福島県石川郡浅川町大字東大畑字新町10-1

0247-36-2067

ひらた中央クリニック

福島県石川郡平田村大字上蓬田字大隅30

0247-25-1414

医療法人萩医会やまもと内科クリニック

福島県石川郡石川町大字双里字白坂下75-3

0247-26-8311

吉田医院

福島県白河市年貢町2

0248-23-4033

敦記念 田口医院

福島県白河市郭内１１

0248-24-1111

小崎内科医院

福島県白河市愛宕町３

0248-23-3765

関医院

福島県白河市横町１２５

0248-23-3003

片倉内科・胃腸科クリニック

福島県白河市立石120-6

0248-27-2770

大髙内科胃腸科

福島県白河市道場小路９１-10

0248-24-1456

わたなべ内科医院

福島県白河市新白河一丁目9７

0248-22-1531

千葉医院

福島県白河市外薄葉43-1

0248-24-2080

すずき内科クリニック

福島県白河市大森の内84-4

0248-24-4114

宇都宮クリニック

福島県白河市北真舟25-2ﾊﾟｰｸｼﾃｨ104ﾋﾞﾙ

0248-31-1570

つかはら内科クリニック

福島県白河市郭内12-14

0248-24-1011

鈴木ホームクリニック

福島県白河市南真舟6-2

0248-31-8181

明渓醫院

福島県白河市明戸９８-2

0248-27-3060

白河病院

福島県白河市六反山10-1

0248-23-2700

いがらし内科クリニック

福島県白河市老久保13-1

0248-21-9111
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実施機関名

所在地

電話番号

白河市表郷クリニック

福島県白河市表郷金山字長者久保2-5

0248-32-2316

白河厚生総合病院

福島県白河市豊地上弥次郎2-1

0248-22-2211

会田病院

福島県西白河郡矢吹町本町216

0248-42-2121

泉崎南東北診療所

福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山ケ入56

0248-53-2415

渡部医院

福島県西白河郡矢吹町文京町226

0248-44-4111

かねこクリニック

福島県西白河郡西郷村字道南東11

0248-24-3111

ニューロクリニック

福島県西白河郡西郷村字下前田東5-1

0248-24-4111

いわしなクリニック

福島県西白河郡西郷村大字米字西原3-5

0248-48-1234

きたむら整形外科

福島県西白河郡矢吹町八幡町261-1

0248-42-5533

らくらく医院

福島県白河市大信町屋字町屋１０７－１

0248-54-5333

きくち診療所

福島県西白河郡中島村大字滑津字二ツ山37-11

0248-21-8672

しらかわ腎泌尿器内科クリニック

福島県白河市中山南2-24

0248-24-2311

小針医院

福島県西白河郡矢吹町曙町86

0248-42-2366

まつやまクリニック

福島県西白河郡矢吹町八幡町562-1

0248-41-2311

よしだ内科クリニック

福島県白河市結城113-1

0248-21-5711

福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院

福島県東白川郡塙町大字塙字大町1-5

0247-43-1145

金澤医院

福島県東白川郡矢祭町東舘反田13-1

0247-46-2312

あらまちクリニック

福島県東白川郡棚倉町棚倉北町156-2

0247-33-8018

会津クリニック

福島県会津若松市材木町1-4-4

0242-38-1150

あなざわクリニック

福島県会津若松市北青木1-24

0242-29-2155

穴澤病院

福島県会津若松市宮町1-1

0242-22-4024

アピオ・リウマチクリニック

福島県会津若松市インター西73-1

0242-32-2277

あらい内科循環器科クリニック

福島県会津若松市城西町5-55

0242-29-1133

荒川胃腸科内科クリニック

福島県会津若松市中央2-1-29

0242-32-2201

クリニック荒木

福島県会津若松市神指町大字黒川字湯川東227

0242-32-9229

いとう内科消化器科クリニック

福島県会津若松市門田町大字日吉字笊籬田27-1

0242-38-3733

医療生協 会津若松診療所

福島県会津若松市東千石1-2-13

0242-28-0892

蛯谷クリニック

福島県会津若松市天神町24-53

0242-28-8868

えんどうクリニック

福島県会津若松市一箕町大字亀賀字藤原417-3

0242-33-0700

徒之町クリニック

福島県会津若松市徒之町4-25

0242-26-6181

加藤内科小児科医院

福島県会津若松市川原町1-13

0242-27-2732

北田内科医院

福島県会津若松市門田町大字中野字大道西39

0242-38-2661

くらしげ内科小児科医院

福島県会津若松市中島町6-5

0242-39-3550

黒河内内科小児科神経科医院

福島県会津若松市中町1-16

0242-26-7815

小島原内科クリニック

福島県会津若松市米代1-6-28

0242-36-6533

さいとう内科・胃腸科クリニック

福島県会津若松市宮町8-50

0242-38-3717

斎藤医院

福島県会津若松市住吉町197-1

0242-27-1112

佐藤内科小児科医院

福島県会津若松市新横町6-26

0242-27-3786

佐藤内科循環器科医院

福島県会津若松市東栄町5-32

0242-26-2820

社団新生会佐藤病院

福島県会津若松市西栄町2-27

0242-26-3515

鈴木内科消化器科クリニック

福島県会津若松市大町1-2-20

0242-33-6100

そね内科クリニック

福島県会津若松市扇町41

0242-33-1024

手塚医院

福島県会津若松市材木町1-10-15

0242-27-5618

遠山胃腸科内科医院

福島県会津若松市城北町6-1

0242-24-8911

七日町クリニック

福島県会津若松市西七日町3-12

0242-32-2411

にいでら診療所

福島県会津若松市門田町大字飯寺字村東616-27

0242-38-3676

二瓶クリニック

福島県会津若松市真宮新町北1-11-1

0242-58-3885

長谷川内科消化器科医院

福島県会津若松市行仁町3-31

0242-22-7180

林谷内科医院

福島県会津若松市栄町7-26

0242-22-0408

丸山内科小児科医院

福島県会津若松市日新町4-38

0242-27-5553

吉田内科

福島県会津若松市中町1-26

0242-27-0537
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実施機関名

所在地

電話番号

渡辺脳神経クリニック

福島県会津若松市町北町大字中沢字新田27-1

0242-39-6060

竹田綜合病院

福島県会津若松市山鹿町3-27

0242-27-5511

竹田綜合病院附属芦ノ牧温泉病院

福島県会津若松市大戸町大字芦ノ牧字壇ノ下811-1

0242-92-3241

福島県立医科大学会津医療センター附属病院

福島県会津若松市河東町谷沢字前田21－2

0242-75-2100

会津中央病院

福島県会津若松市鶴賀町1-1

0242-25-1515

会津西病院

福島県会津若松市北会津町東小松2335

0242-56-2525

いなにわ医院

福島県会津若松市河東町谷沢十文字106

0242-76-1728

小野木クリニック

福島県会津若松市材木町2-5-20

0242-26-5533

矢吹医院

福島県耶麻郡猪苗代町字古城町99-1

0242-62-2169

清田内科循環器クリニック

福島県会津若松市白虎町154-９

0242-85-6881

医療法人昨雲会 飯塚病院附属有隣病院

福島県喜多方市松山町村松字北原3643－1

0241-24-5021

医療法人 佐原病院

福島県喜多方市字永久7689－1

0241-22-5321

西会津町国民健康保険西会津診療所

福島県西会津町登世島字田畑乙2042－65

0241-45-4228

医療生協きたかた診療所

福島県喜多方市押切東一丁目33

0241-23-3611

医療法人 君島内科消化器科クリニック

福島県喜多方市一丁目4569

0241-24-5800

医療法人 内科・消化器科みつはし医院

福島県喜多方市関柴町上高額字広面681－1

0241-21-1311

医療法人爽陽会 鳴瀬病院

福島県喜多方市字稲荷宮7307－1

0241-24-3333

医療法人子博会 高橋小児クリニック

福島県喜多方市関柴町上高額字家ノ北605－1

0241-25-7066

医療法人社団福寿会 武田医院

福島県喜多方市塩川町東栄町1丁目3-6

0241-27-4031

ゆうゆうクリニック

福島県喜多方市字江中子4183

0241-22-2111

医療法人 福田耳鼻咽喉科醫院

福島県喜多方市字西四ツ谷275

0241-24-4187

医療法人 あきもと整形外科クリニック

福島県喜多方市字下川原8290-12

0241-21-1515

医療法人社団 小野病院

福島県喜多方市字沼目6994

0241-22-0414

医療法人 くまたクリニック

福島県喜多方市塩川町東栄町5丁目5-11

0241-28-1233

医療法人社団 日新会入澤病院

福島県喜多方市蒔田3106-2

0241-22-0267

喜多方地域・家庭医療センターほっと☆きらり

福島県喜多方市字六枚長4212

0241-24-5320

柳津町国民健康保険診療所

福島県河沼郡柳津町大字柳津字龍蔵庵乙５１０

0241-42-2334

福島県厚生農業協同組合連合会坂下厚生総合病院

福島県河沼郡会津坂下町字逆水５０

0242-83-3511

福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院

福島県大沼郡会津美里町字高田甲２９８１

0242-54-2211

医療法人清扶会 星医院

福島県河沼郡会津坂下町字小川原１０５１

0242-83-2136

医療法人 荒井医院

福島県河沼郡会津坂下町字古市乙１５０

0242-83-2224

医療法人 あかぎ内科消化器科医院

福島県河沼郡会津坂下町字小川原１０２０-１

0242-83-0303

医療法人 平野医院

福島県河沼郡会津坂下町上ノ台乙４３９

0242-83-2243

医療法人 菅原医院

福島県河沼郡会津坂下町字市中二番甲３５９７

0242-83-2311

医療法人 もこぬま内科消化器科医院

福島県大沼郡会津美里町字北川原１３-１

0242-56-5622

医療法人 吉川医院

福島県大沼郡会津美里町字瀬戸町甲３２６２

0242-56-3358

医療法人 寿松堂 渡辺医院

福島県河沼郡会津坂下町字五反田1181

0242-83-3125

福島県立南会津病院

福島県南会津郡南会津町永田字風下１４－１

0241-62-7111

医療法人みぎわ会 長谷川医院

福島県南会津郡南会津町田島字中町甲３９３６

0241-62-0032

医療法人 きむらクリニック

福島県南会津郡南会津町田島字大坪３５－１

0241-62-5576

馬場医院

福島県南会津郡南会津町田島字谷地甲３０

0241-62-0141

高橋医院

福島県南会津郡南会津町田島字中町甲３９０５

0241-62-0040

医療法人南嶺会 なかやクリニック

福島県南会津郡南会津町片貝字根木屋向１６

0241-73-2036

医療法人正生会 佐藤医院

福島県南会津郡下郷町塩生字下夕原１３１７

0241-67-2134

只見町国民健康国保朝日診療所

福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田３１

0241-84-2221

舘岩愛輝診療所

福島県南会津郡南会津町湯ノ花６４８

0241-78-8688

阿部クリニック

福島県相馬市中村一丁目14-2

0244-35-2553

石原クリニック

福島県南相馬市原町区南町四丁目25-5

0244-22-2212

今村医院

福島県南相馬市小高区仲町一丁目71

0244-44-4120

遠藤内科医院

福島県相馬郡新地町小川字清水小路8-5

0244-62-2135

大石医院

福島県相馬市中村字大町47

0244-35-3451
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大町病院

福島県南相馬市原町区大町三丁目97

0244-24-2333

小川医院

福島県南相馬市小高区仲町一丁目16

0244-44-2024

おのだ内科クリニック

福島県南相馬市原町区大町一丁目3

0244-22-8811

小野田病院

福島県南相馬市原町区旭町三丁目21

0244-24-1111

福島県厚生農協組合連合会鹿島厚生病院

福島県南相馬市鹿島区横手字川原2

0244-46-5125

上町内科皮フ科クリニック

福島県南相馬市小高区上町 2-25

0244-44-5211

こいずみクリニック

福島県南相馬市原町区大町三丁目77

0244-22-6001

志賀医院

福島県南相馬市原町区国見町二丁目64

0244-24-3666

しんどうクリニック

福島県南相馬市原町区大木戸字松島318-14

0244-22-0600

菅原医院

福島県南相馬市鹿島区鹿島字町153

0244-46-2070

杉本医院

福島県相馬市小泉字高池648-5

0244-36-3650

相馬中央病院

福島県相馬市沖ノ内三丁目5-18

0244-36-6611

たなべクリニック

福島県南相馬市原町区南町三丁目90

0244-25-4353

田村内科医院

福島県南相馬市鹿島区横手字町田46

0244-46-1233

羽根田医院

福島県相馬市沖ノ内二丁目11-1

0244-35-2970

浜通りふれあい診療所

福島県相馬市沖ノ内一丁目2-10

0244-26-7100

南相馬中央医院

福島県南相馬市原町区橋本町一丁目3-2

0244-24-3355

半谷医院

福島県南相馬市小高区上町二丁目50

0244-44-2020

ひぐちクリニック

福島県南相馬市原町区日の出町125-2

0244-25-2622

ふなばし内科クリニック

福島県相馬市中村字塚田28-8

0244-35-1500

南相馬市立総合病院

福島県南相馬市原町区高見町二丁目54-6

0244-22-3181

米村胃腸科内科医院

福島県相馬市中村一丁目3-10

0244-35-2880

わたなべ胃腸内科

福島県相馬市大曲字大毛内77-1

0244-26-5061

渡辺クリニック

福島県南相馬市原町区西町一丁目50

0244-22-7000

渡辺病院

福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92

0244-63-2100

三澤内科ハートクリニック

福島県南相馬市日の出町541-4

0244-25-3511

医療法人社団養高会高野病院

福島県双葉郡広野町大字下北迫字東町214

0240-27-2901

馬場医院

福島県双葉郡広野町大字下浅見川字築地25

0240-27-2231

ときクリニック

福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字佐野3-9

0240-25-1222

浪江町国民健康保険仮設津島診療所

福島県二本松市油井字長谷堂２３０番地

0243-24-1431

川内村国民健康保険診療所

福島県双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5

0240-38-2009

富岡町立とみおか診療所

福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央374-1

0240-22-6522

医療法人富岡中央医院

福島県双葉郡富岡町中央1丁目110

0240-22-6560

双葉郡立好間診療所

福島県いわき市好間町字外川原12番地の1

0246-84-8500

医療法人いわきAMG 安島内科クリニック

福島県いわき市郷ｹ丘2-33-1

0246-46-1000

もみじ町内科胃腸科医院

福島県いわき市平字紅葉町38-2

0246-35-1001

あんざいクリニック

福島県いわき市平下荒川字大作133-5

0246-88-6305

安濃胃腸科内科医院

福島県いわき市平字菱川町7-10

0246-23-6000

医療法人 石井内科クリニック

福島県いわき市中央台鹿島3丁目35-3

0246-31-0111

独立行政法人国立病院機構いわき病院

福島県いわき市平豊間字兎渡路291

0246-55-8261

医療法人社団英希会 遠藤クリニック

福島県いわき市平長橋町51

0246-35-3533

中央台遠藤内科クリニック

福島県いわき市中央台高久2-22-1

0246-46-2566

医療法人蝶翔会 おおくぼ胃と腸・内科クリニック

福島県いわき市童子町2-22

0246-21-0091

くさのファミリー内科クリニック

福島県いわき市平上荒川字長尾41-12

0246-28-1600

医療法人 こまつ内科

福島県いわき市平下神谷字仲田135

0246-34-6611

こやまクリニック

福島県いわき市平字愛谷町4丁目5-3

0246-35-0890

医療法人 さいとう胃腸科外科医院

福島県いわき市平字南町５６

0246-22-3032

志賀内科クリニック

福島県いわき市平字五町目17-10

0246-24-3085

医療法人 清水医院

福島県いわき市平字田町75-1

0246-25-2238

医療法人あさうら会 須田医院

福島県いわき市小島町１丁目5-2

0246-27-6060

医療法人 そうまクリニック

福島県いわき市好間町下好間字鬼越 101-1

0246-36-4555
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たいら六町目内科

福島県いわき市平六町目1-1

0246-24-1212

高畑内科循環器科

福島県いわき市好間町下好間字一町坪49-3

0246-36-1133

とも内科クリニック

福島県いわき市郷ケ丘4丁目18-1

0246-46-3200

医療法人中真会 中野内科クリニック

福島県いわき市平鍛冶町13 国府田ビル ３Ｆ

0246-22-7200

なかにし内科クリニック

福島県いわき市平北白土字宮前58-1

0246-21-8181

医療法人学徹会 新妻医院

福島県いわき市郷ｹ丘2丁目40-4

0246-28-4011

医療法人 ネモト内科クリニック

福島県いわき市平字新田前1-16

0246-25-0663

城北内科胃腸科クリニック

福島県いわき市平幕ノ内字高田18-8

0246-22-8800

医療法人尚和会 本町通りクリニック

福島県いわき市平字四町目7

0246-24-7830

平中央医院

福島県いわき市平字小太郎町４－７

0246-21-2351

南白土ごとう医院

福島県いわき市平南白土字2丁目1-6

0246-25-0510

医療法人一幸会 山口医院

福島県いわき市平字作町3丁目2-9

0246-24-1811

医療法人医和生会山内クリニック

福島県いわき市平谷川瀬字三十九町19-3

0246-25-8181

医療法人社団秀明会 横川内科医院

福島県いわき市平下神谷字立田帯13-1

0246-34-2288

よしおか内科胃腸科

福島県いわき市平下平窪山土内町7-5

0246-22-8500

福島県労働保健センター 附属好間診療所

福島県いわき市好間工業団地27-7

0246-84-6602

ひらくぼ内科クリニック

福島県いわき市平下平窪１丁目2-6

0246-23-7788

医療法人 渡辺内科・胃腸科

福島県いわき市平字倉前113-1

0246-25-7272

医療法人福島ｱﾌﾀｰｹｱ協会 大河内記念病院

福島県いわき市内郷御厩町3丁目96

0246-26-2588

医療法人 くにい内科クリニック

福島県いわき市内郷高坂町大町26-8

0246-27-9211

医療法人徳和会 小池整形・外科内科胃腸科

福島県いわき市内郷綴町金谷9-1

0246-26-3388

医療法人秀誠会 下遠野内科胃腸科クリニック

福島県いわき市内郷内町立町70-2

0246-27-1111

医療法人 タウンズクリニック

福島県いわき市内郷御厩町久世原269

0246-45-2820

医療法人磐陽会 高坂クリニック

福島県いわき市内郷宮町金坂172-21

0246-27-8111

労働者健康福祉機構 福島労災病院

福島県いわき市内郷綴町沼尻3

0246-26-1111

いわき草木台総合クリニック

福島県いわき市草木台5-1-5

0246-28-1145

医療法人常磐会 いわき湯本病院

福島県いわき市常磐湯本町台山6

0246-42-3188

医療法人心生会 織内医院

福島県いわき市常磐関船町迎16

0246-44-1133

公益財団法人ときわ会 常磐病院

福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５７

0246-43-4175

医療法人清風会 吉成内科

福島県いわき市常磐上湯長谷町堀ノ内72-5

0246-42-2220

医療法人社団正風会石井正記念 石井医院

福島県いわき市小名浜本町60

0246-54-5330

医療法人社団正風会 石井脳神経外科・眼科病院

福島県いわき市小名浜林城字塚前3-1

0246-58-3121

小名浜生協病院

福島県いわき市小名浜岡小名字山ノ神32

0246-53-4374

おちあい内科・消化器科クリニック

福島県いわき市小名浜岡小名1-2-3

0246-73-1171

社団医療法人養生会 かしま病院

福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1

0246-76-0319

かしむら婦人科クリニック

福島県いわき市泉玉露3丁目1-5

0246-56-2289

門屋整形・内科

福島県いわき市小名浜字鳥居北55-2

0246-54-4047

医療法人社団 くさのクリニック

福島県いわき市泉玉露5丁目17-6

0246-56-1060

すみたか内科クリニック

福島県いわき市泉町滝尻字定ﾉ田222

0246-75-1560

医療法人 高木内科医院

福島県いわき市小名浜寺廻町14-20

0246-92-3435

医療法人 邦人会 なおハートクリニック

福島県いわき市小名浜定西77-1

0246-54-1262

社団医療法人容雅会 中村病院

福島県いわき市小名浜大原字下小滝146-2

0246-53-3141

中山クリニック

福島県いわき市小名浜西町1-3

0246-73-1112

医療法人道済会 みちや内科胃腸科

福島県いわき市小名浜住吉道下33

0246-58-4180

医療法人 洋向台クリニック

福島県いわき市洋向台４丁目１－２

0246-55-5150

医療法人双美会 クリニック田畑

福島県いわき市中岡町3丁目7-3

0246-63-1476

社団医療法人呉羽会 呉羽総合病院

福島県いわき市錦町落合1-1

0246-63-2181

医療法人 こじま内科

福島県いわき市遠野町上遠野字太田20-3

0246-74-1500

すけがわ内科クリニック

福島県いわき市植田町根小屋309-3

0246-77-0710

医療法人 花田内科クリニック

福島県いわき市錦町綾ノ内119

0246-62-5000

緑川内科クリニック

福島県いわき市錦町中迎1-3-4

0246-68-6415
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矢野内科胃腸科

福島県いわき市東田町2丁目2-17

0246-62-3262

医療法人 よこぎ内科胃腸科クリニック

福島県いわき市勿来町窪田町通4丁目8

0246-65-1111

ゆうクリニック

福島県いわき市植田町本町2丁目5-7

0246-63-1611

医療法人 あべクリニック

福島県いわき市久之浜町久之浜字九反坪11

0246-79-0030

医療法人社団 木田医院

福島県いわき市四倉町字東4丁目9-1

0246-32-8880

医療法人泰成会 木村医院

福島県いわき市四倉町字西3丁目14-9

0246-32-2995

医療法人あさうら会 久之浜医院

福島県いわき市久之浜町久之浜字中町20

0246-82-3223

医療法人 長瀬内科胃腸科

福島県いわき市四倉町上仁井田字北姥田6-1

0246-32-3125

額賀胃腸科内科醫院

福島県いわき市四倉町字6丁目105

0246-32-2839
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